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ご　案　内
会　期：　平成27年７月18日（土）・７月19日（日）

会　場：　ザ・セレクトン福島
　　　　　　福島市太田町13－73　TEL 024－531－1111

日　程：７月18日（土）
　　　　　12：55 開会
　　　　　13：00～14：30 Research Forum
　　　　　14：30～15：20 特別講演　Ⅰ
　　　　　15：30～16：45 ポスターセッション
　　　　　17：00～18：20 第１群～第２群　一般演題
　　　　　18：30～19：00 記念写真撮影
　　　　　19：00～ 会員懇親会

　　　　７月19日（日）
　　　　　７：30～９：30 補聴器相談医更新講習会
　　　　　９：30～10：30 第３群　一般演題
　　　　　10：30～11：20 特別講演　Ⅱ
　　　　　11：30～12：00 招待講演
　　　　　12：00～13：00 学術セミナー
　　　　　13：00～14：00 教育講演　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
　　　　　14：00 閉会

受付・会場整理費
　７月18日（土）12：00より、７月19日（日）８：30よりザ・セレクトン福島　西館２Ｆ

「摺上」にて登録の受付を致します。会場整理費12,000円を添えてお申込み下さい。

演者・座長の方へ
　各発表時間は、下記の要領でお願いします。

発表形式 発表時間 討論時間
口 演 ７分 ３分
ポ ス タ ー ５分 ３分

Research Forum 12分 ３分
教 育 講 演 15分 ５分
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演題番号 演題名、氏名、所属

ポスター掲示面

20㎝ 70㎝

20㎝

160㎝

90㎝

口演演者の方へ
　一般演題の口演時間は７分で、討論時間は３分、スクリーンは１面です。発表は全てコン
ピュータ（Windows ７、Powerpoint 2003－2013）と液晶プロジェクターを用いた形式とし
ます。
　※スライドでの発表は一切受付けておりませんのでご注意ください。動画がある場合はご

自身の PC をお持ち込みください。終了１分前には黄色ランプ、終了時に赤ランプが点
滅しブザーが鳴ります。時間を厳守して下さい。媒体としては USB フラッシュメモリ
または CD-R をご持参ください。口演終了後、受付されたデータは事務局にて責任を
持って消去いたします。

ポスター演者の方へ
　　貼付、発表、撤去の各時間は下記をご確認下さい。

　ポスター展示パネルの大きさは、縦180㎝×横90㎝です。左上方角に縦横20㎝の大きさの
演題番号を事務局で用意し添付しておきます。その右側の縦20㎝×横70㎝の領域に演題名、
氏名、所属を表示してください。（発表者ご自身でご用意ください）。添付のための画鋲は事
務局で用意いたします。

最優秀演題賞について
　最優秀演題賞（研究部門、口演部門、ポスター部門　各１題）を学会２日目の閉会式前に
表彰いたします。審査方法は部門ごとに選考委員会を作り審査します。選考委員として研究
部門は各大学教授、口演部門は口演群の座長、ポスター部門はポスター群の座長といたしま
す。

　ポスター発表者は、７月18日（土）（学会
１日目）の12：30から14：30までの間に、
ポスター会場（２Ｆ「しゃくなげ、大鳥、
文知摺」）の所定の演題番号パネルに貼り
出してください。また、７月19日（日）（学
会２日目）13：00まで撤去してください。
この時間内に撤去されなかったポスターに
関しては、学会事務局で処分させていただ
きますのでご留意ください。ポスター演題
は７月18日（土）の15：30からポスター会
場において発表・討論を行います。１演題
あたりの発表時間は８分です（発表５分、
討論３分）。演者、座長の先生は開始10分
前までにポスター会場にお入りください。
また、受付を事前に済ませてからお入りく
ださいますようお願いします。

期　　日 貼　　付 発　　表 撤　　去
７月18日（土） 12：30～14：30 15：30～16：45
７月19日（日） － － ～13：00
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記念写真撮影
　７月18日（土）18：30から、学会会場（本館３Ｆ「吾妻」）にて行います。

会員懇親会
　７月18日（土）記念写真撮影終了後、西館３Ｆ「安達太良」にて行います。会員の皆様は奮っ
てご参加ください。会費は無料です。

委員会
　学校保健委員会　７月19日（日）　９：50～11：20　西館３Ｆ　安達太良Ⅱ
　保険医療委員会　７月19日（日）　14：00～16：00　西館３Ｆ　安達太良Ⅰ
　世話人会　　　　７月19日（日）　12：00～13：00　西館３Ｆ　安達太良Ⅱ

講習会
　補聴器相談医更新講習会　７月19日（日）　７：30～９：30　西館３Ｆ　安達太良
　※入場に際しては、第63回日耳鼻東北連合学会の参加証（ネームカード）が必要です。

受講費3,000円（軽食をご用意いたします）は、７月18日（土）12：00からは総合受付で、
７月19日（日）７：00からは会場前の講習会受講者受付でお支払いください。７月19日（日）
７：00～７：30受講者受付では、学会登録受付も行います。

　　なお、受講証明書は、講習会終了後、受講者受付にてお渡しいたします。
　　　この講習会は更新のための必要単位の２時間分として認められ、また日耳鼻専門医制

度の学術集会として５単位に相当しますので学術集会参加報告票をお忘れなくご持参く
ださい。

医療機器展示
　７月18日（土）13：00～７月19日（日）13：30　本館２Ｆ　信夫

書籍販売
　７月18日（土）13：00～７月19日（日）13：30　西館２Ｆ　雅　入口

休憩室
　７月18日（土）13：00～７月19日（日）14：00　本館２Ｆ　信夫

クローク
　クロークは、ホテル本館１Ｆのクロークをご利用下さい。

クールビズ
　暑中のため上着・ネクタイを外して参加していただいて結構です。

その他
　①　このプログラムは当日必ずご持参ください。
　②　学術集会参加報告票を必ずご持参ください。
　③　ホテルの駐車場台数は限られています。また、駅西側地区の駐車場は満車になること

が多いのでご留意ください。
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ホテル地図番号

①　東横イン福島駅西口 ⑤　東横イン福島駅東口 ⑨　ホテルサンルート福島

②　リッチモンドホテル福島駅前 ⑥　ホテル辰巳屋 ⑩　ホテル福島グリーンパレス

③　ホテルメッツ福島 ⑦　ホテルクラウンヒルズ福島

④　福島リッチホテル東口駅前 ⑧　ホテルサンルートプラザ福島

会場までの交通案内

ホテル地図番号

①　東横イン福島駅西口 ⑤　東横イン福島駅東口 ⑨　ホテルサンルート福島

②　リッチモンドホテル福島駅前 ⑥　ホテル辰巳屋 ⑩　ホテル福島グリーンパレス

③　ホテルメッツ福島 ⑦　ホテルクラウンヒルズ福島

④　福島リッチホテル東口駅前 ⑧　ホテルサンルートプラザ福島

ザ・セレクトン
福島

ザ・セレクトン
福島

⑩
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　日
時　 ７月18日（土） 　日

時　 ７月19日（日）

講演　３F　吾妻／ポスター　２F 講演　３F　吾妻 委員会・講習会等
７ ７

８ ８

９ ９

10 10

11 11

12 12

開会挨拶（12：55）　
13

Research Forum（13：00～14：30）
　Ⅰ（１－２）　座長　小川　洋（福島医大会津医療センター）
　Ⅱ（３－４）　座長　本田耕平（秋田大）
　Ⅲ（５－６）　座長　川瀬哲明（東北大）

13

14 14

特別講演Ⅰ　座長　欠畑誠治（山形大）
　出澤真理（東北大）
Muse 細胞の発見によってもたらされる間葉系幹細胞
移植のパラダイムシフト

15 15

ポスターセッション（15：30～16：45）
２F　しゃくなげ　座長１群　佐々木亮（弘前大）
　　　　　　　　　座長２群　山崎一春（秋田大）
２F　大　　　鳥　座長３群　佐藤和則（太田西ノ内病院）
　　　　　　　　　座長４群　那須　隆（山形大）
２F　文　知　摺　座長５群　鹿野真人（大原綜合病院）
　　　　　　　　　座長６群　太田修司（青森県立中央病院）

16 16

17
一般演題（17：00～18：20）
第１群（１－４）　　座長　鈴木真輔（秋田大）
　　　　　　　　　　　　松塚　崇（福島医大）
第２群（５－８）　　座長　松浦一登（宮城県立がんセンター）
　　　　　　　　　　　　小池修治（山形県立中央病院）

17

18 18

記念撮影　18：30～　３F　吾妻

19

会員懇親会（記念撮影終了後）19：00～
　３Ｆ　安達太良

19

第63回日本耳鼻咽喉科学会東北地方部会連合学術講演会　スケジュール表

一般演題（９：30～10：30）
第３群（９－14）座長　橋本　省（仙台医療センター）
　　　　　　　　　　　野本幸男（福島医大）

特別講演Ⅱ　座長　佐藤宏昭（岩手医大）
　松原　篤（弘前大）
好酸球性中耳炎の病態と対応　その基礎と臨床

招待講演　座長　石川和夫（秋田大）
　久　育男（日本耳鼻咽喉科学会　理事長）
　理事長に就任して１年

学術セミナー　座長　志賀清人（岩手医大）
　鈴木眞一（福島医大）
　甲状腺癌診療の最前線

教育講演Ⅰ　座長　牛来茂樹（磐城共立病院）
　高畑淳子（弘前大）　
教育講演Ⅱ　座長　多田靖宏（福島医大）
　渡邊健一（東北大）　
教育講演Ⅲ　座長　香取幸夫（東北大）
　岡崎慎一（山形大）　

表彰式・閉会挨拶（14：00～14：10）

補聴器相談医
更新講習会

７：30～９：30
３Ｆ　安達太良

学校保健委員会
９：50～11：20
３Ｆ　安達太良Ⅱ

世話人会
12：00～13：00
３Ｆ　安達太良Ⅱ

保険医療委員会
14：00～16：00
３Ｆ　安達太良Ⅰ
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プログラム
第１日　７月18日（土）

開会挨拶　12：55

Research Forum（13：00～14：30）

Ⅰ（13：00～13：30） 座長　小川　洋（福島県立医科大学会津医療センター）

　１　（13：00～13：15）
　　　聴性誘発磁場に対する背景雑音の振幅変調の影響
　　　○平海晴一
　　　　岩手医大

　２　（13：15～13：30）
　　　リアルタイム細胞動態解析装置を用いた鼻茸における好酸球遊走の検討
　　　－ CC chemokine receptor-3（CCR3）の役割－
　　　○齋藤秀和、本田耕平、石川和夫
　　　　秋田大

Ⅱ（13：30～14：00） 座長　本田耕平（秋田大）

　３　（13：30～13：45）
　　　本邦における小児急性中耳炎症例の中耳貯留液より分離されたインフルエンザ菌の

薬剤耐性に関する分子疫学的研究
　　　○角田梨紗子1、矢野寿一2、3、日高浩史1、小澤大樹1、香取幸夫1

　　　　東北大1、東北大・感染制御・検査診断学2、奈良医大・微生物感染症学3

　４　（13：45～14：00）
　　　好酸球性中耳炎モデルを用いた内耳病態の基礎的研究
　　　○工藤直美、西澤尚徳、松原　篤
　　　　弘前大

Ⅲ（14：00～14：30） 座長　川瀬哲明（東北大）

　５　（14：00～14：15）
　　　CM2タンパク質のリン酸化がＣ型インフルエンザウイルスの増殖に及ぼす影響
　　　○後藤崇成1、本郷誠治2、欠畑誠治1

　　　　山形大1、山形大・感染症学2

　６　（14：15～14：30）
　　　コラーゲン濃度が気管粘膜再生に及ぼす影響
　　　○仲江川雄太、大森孝一
　　　　福島医大
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特別講演Ⅰ（14：30～15：20） 座長　欠畑誠治（山形大）

　　Muse 細胞の発見によってもたらされる間葉系幹細胞移植のパラダイムシフト

　　　出澤真理
　　　東北大学大学院医学系研究科・細胞組織学分野　教授

ポスターセッション（15：30～16：45）

１群　（15：30～16：05）【２F　しゃくなげ】	 座長　佐々木　亮（弘前大）
　１　難聴の著明な改善が得られた ANCA 関連血管炎性中耳炎の１症例
　　　○後藤真一1、2、西澤尚徳2、去石　巧1、高畑淳子2、松原　篤2、洲崎　洋3

　　　　八戸市立市民病院1、弘前大2、洲崎耳鼻咽喉科医院3

　２　肥厚性硬膜炎を合併した ANCA 関連血管炎性中耳炎疑い例
　　　○間多祐輔1、植木雄司1、今野昭義1、山内智彦2、横山秀二2、小川　洋2

　　　　総合南東北病院1、福島医大会津医療センター2

　３　進行性難聴を来したLOXHD1遺伝子変異例
　　　○小林有美子1、2、嶋本記里人2、平海晴一2、佐藤宏昭2、宇佐美真一3

　　　　岩手医大・臨床遺伝学科1、岩手医大2、信州大3

　４　外リンパ瘻術後に続発した内リンパ水腫の一症例
　　　○中島小百合、鈴木　豊、野田大介、千田邦明
　　　　日本海総合病院

２群　（16：10～16：45）【２F　しゃくなげ】	 座長　山崎一春（秋田大）

　５　外耳道軟組織再建で用いた鼓膜チューブの違いによる検討
　　　○武田育子、佐々木　亮、松原　篤
　　　　弘前大

　６　側頭骨 CT における被ばく線量
　　　○尾股千里、松井隆道、大森孝一
　　　　福島医大

　７　座位 CT の耳管開放症診断における有用性の検討
　　　○池田怜吉1、菊地俊晶2、大島英敏1、3、宮崎浩充1、小林俊光1

　　　　仙塩利府病院耳科手術センター1、JCOH 仙台病院2、仙台医療センター3
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　８　DPOAE 検査にて診断した小児一側性機能性難聴の２例
　　　○横山哲也
　　　　盛岡赤十字病院

３群　（15：30～16：05）【２F　大鳥】	 座長　佐藤和則（太田西ノ内病院）
　９　鼻副鼻腔手術で注意すべき前頭蓋底の構造　～ CT による前頭骨盲孔の同定～
　　　○阿部靖弘1、太田伸男2、古川孝俊1、鈴木祐輔2、倉上和也1、欠畑誠治1

　　　　山形大1、山形市立病院済生館2

　10　地域住民を対象としたアレルギー感作率の検討
　　　○原　隆太郎、高畑淳子、野呂雅司、佐々木　亮、松原　篤
　　　　弘前大

　11　照射誘発上顎肉腫に対して頭蓋底手術を行った一例
　　　○石川智彦、小川武則、嵯峨井　俊、太田　淳、石井　亮、若盛　隼、香取幸夫
　　　　東北大

　12　ビスフォスフォネート関連顎骨壊死を伴った頸部膿瘍の３例
　　　○垣野内　景、野本幸男、大槻好史、松井隆道、大森孝一
　　　　福島医大

４群　（16：10～16：45）【２F　大鳥】	 座長　那須　隆（山形大）

　13　頸部脂肪肉腫の２症例
　　　○大越　明1、舘田　勝1、森田慎吉2、大島英敏1、大石哲也1、橋本　省1

　　　　仙台医療センター1、宮城県立がんセンター2

　14　ミノサイクリン局注が有効であった耳下腺嚢胞の１症例
　　　○舘田　勝、橋本　省、大越　明、大島英敏、大石哲也
　　　　仙台医療センター

　15　当科におけるセツキシマブの使用経験
　　　○森田真吉、小柴康利、阿部秀晴、今井隆之、加藤健吾、浅田行紀、松浦一登
　　　　宮城県立がんセンター

　16　Dynamic MRI にて多彩な像を示した耳下腺悪性腫瘍の一例
　　　○若盛　隼、小川武則、嵯峨井俊、石井　亮、石川智彦、香取幸夫
　　　　東北大



―　 ―10

５群　（15：30～16：05）【２F　文知摺】	 座長　鹿野真人（大原綜合病院）
　17　原因不明の声門下狭窄症の１例
　　　○村上朱里、渡邊健一、山内大輔、荒川一弥、大石哲也、香取幸夫
　　　　東北大

　18　アルカリ飲用により喉頭浮腫を来たした２症例
　　　○大石哲也、舘田　勝、大越　明、大島英敏、橋本　省
　　　　仙台医療センター

　19　当科で経験した喉頭真菌症の２例
　　　○阿部尚央、高畑淳子、西澤尚徳、工藤直美、松原　篤
　　　　弘前大

　20　反回神経麻痺症例の検討
　　　○阿部俊彦、遠藤芳彦
　　　　岩手県立中央病院

６群　（16：10～16：45）【２F　文知摺】	 座長　太田修司（青森県立中央病院）
　21　各種顔面神経再建法の検討
　　　○モハメド・アボシェニフ、近江永豪、本田耕平、石川和夫
　　　　秋田大

　22　良性腫瘍を疑わせた声門上癌の１症例
　　　○橋本　光1、渡邉幸二郎1、菅原　充1、松浦一登2

　　　　東北公済病院1、宮城県立がんセンター2

　23　喉頭に生じた癌肉腫の一例
　　　○登米　慧1、鈴木真輔1、花田巨志2、石川和夫1

　　　　秋田大学1、能代厚生医療センター2

　24　急性喉頭蓋炎の31例の検討
　　　○川合　唯、小池修治、古瀬秀和、齊藤史明
　　　　山形県立中央病院

一般演題（17：00～18：20）

第１群　（17：00～17：40） 座長　鈴木真輔（秋田大）　
 松塚　崇（福島医大）

　１　口蓋扁桃摘出術後出血に対し外頸動脈結紮術を施行した１例
　　　○小針健大、佐藤廣仁、髙取　隆、鹿野真人
　　　　大原綜合病院
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　２　当科における内視鏡的咽喉頭手術（ELPS）の検討
　　　○川嵜洋平1、石川和夫1、松橋　保2、小野地研吾2

　　　　秋田大1、秋田大・消化器内科2

　３　深頸筋内に発育したデスモイド腫瘍の一例
　　　○池田　文、及川伸一、齋藤大輔、片桐克則、志賀清人
　　　　岩手医大

　４　甲状腺分化癌に対する放射性ヨウ素内用療法の効果検討
　　　○杉山元康、那須　隆、岡崎慎一、岡崎　雅、倉上和也、後藤崇成、欠畑誠治
　　　　山形大

第２群　（17：40～18：20） 座長　松浦一登（宮城県立がんセンター）
	 小池修治（山形県立中央病院）　　

　５　舌癌センチネルリンパ節転移の同定における迅速免疫組織染色法の試み
　　　○椎名和弘、川嵜洋平、鈴木真輔、本田耕平、石川和夫
　　　　秋田大

　６　新鮮上顎悪性黒色腫11例における複合療法後の臨床経過
　　　○今野昭義、植木雄司、間多祐輔、内田亮介
　　　　総合南東北病院

　７　血管塞栓術により安全に摘出しえた glomangiopericytoma の１例
　　　○野村彩美、長岐孝彦、三国谷由貴、白崎　隆、太田修司
　　　　青森県立中央病院

　８　眼窩先端症候群を呈した副鼻腔真菌症症例
　　　○桑島　秀、山本浩之、川岸和朗、大塚尚志、志賀清人、佐藤宏昭
　　　　岩手医大

記念撮影（18：30～）３F　吾妻　　　　

会員懇親会（記念撮影終了後、19：00～）
　　　会場：３Ｆ　安達太良
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第２日　７月19日（日）

一般演題（９：30～10：30）

第３群（９：30～10：30） 座長　橋本　省（仙台医療センター）
	 野本幸男（福島医大）　　　　

　９　真珠腫の遺残性再発に対する内視鏡下耳科手術
　　　○成澤　健、渡辺知緒、伊藤　吏、窪田俊憲、古川孝俊、欠畑誠治
　　　　山形大

　10　外耳道に発生した線維上皮性ポリープの１例
　　　○田中伸明1、2、3、塩谷彰浩3

　　　　陸上自衛隊第６師団司令部1、自衛隊仙台病院2、防衛医大3

　11　中耳奇形として手術に望んだ先天性中耳真珠腫症例
　　　○佐々木　亮、武田育子、松原　篤
　　　　弘前大

　12　髄膜腫患者における聴性定常反応と純音聴力検査の検討
　　　○佐藤輝幸、石川和夫
　　　　秋田大

　13　乳突蜂巣発育が良好な上鼓室型真珠腫に対する新しい術式の試み
　　　○桝谷将偉、湯浅　有、湯浅　涼
　　　　仙台中耳サージセンター

　14　当院でのめまい集団入院リハビリテーションの取り組み（第一報）
　　　○宮崎浩充、池田怜吉、小林俊光
　　　　仙塩利府病院　耳科手術センター・めまいリハビリセンター

特別講演Ⅱ（10：30～11：20）	 座長　佐藤宏昭（岩手医大）

　　好酸球性中耳炎の病態と対応　その基礎と臨床
　　　松原　篤
　　弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座
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招待講演（11：30～12：00）	 座長　石川和夫（秋田大）

　　理事長に就任して一年

　　　久　育男

　　　一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会　理事長

学術セミナー（12：00～13：00）	 座長　志賀清人（岩手医大）

　　甲状腺癌診療の最前線

　　　鈴木眞一

　　　福島県立医科大学医学部甲状腺内分泌学講座　教授

教育講演Ⅰ（13：00～13：20）	 座長　牛来茂樹（磐城共立病院）

　　弘前市岩木地区におけるスギ花粉症の疫学および
　　　弘前市スギ花粉飛散開始日予測について
　　　高畑淳子、松原　篤（弘前大）

教育講演Ⅱ（13：20～13：40）	 座長　多田靖宏（福島医大）

　　喉頭癌に行われる経口的切除術
　　　渡邊健一（東北大）

教育講演Ⅲ　（13：40～14：00）	 座長　香取幸夫（東北大）

　　頭頸部領域における分子標的薬について
　　　岡崎慎一（山形大）

表彰式・閉会挨拶（14：00～14：10）
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聴性誘発磁場に対する背景雑音の振幅変調の影響

平海　晴一

岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

　ヒトは様々な音源から生じる音の中で生活しており、それらの音を必要に応じて分解・統
合して理解することが出来る。研究では、全頭型脳磁場計測計を用いて背景雑音の振幅変調
が閾値上の信号音におよぼす効果を明らかにした。対象は健聴若年者10名（男性９名、女性
１名、年齢21歳～37歳、平均29.5歳）、および健聴高齢者10名（男性８名、女性２名、年齢
61～67歳、平均63.1歳）。ヒトの会話と同様の周波数分布を持つ雑音（非変調ノイズ）と、
この雑音を50Hz 以下のランダムな周波数で振幅変調した雑音（変調ノイズ）を背景雑音と
して、500Hz のトーンバーストで誘発される脳磁場を測定した。その結果、閾値上の信号音
に対する変調ノイズのマスキング効果は非変調ノイズより大きく、閾値周辺における効果と
逆転していた。閾値上の信号音による聴性誘発磁場の大きさの増加率に関して統計学的検討
を加えたところ、若年者では右半球では増加率は背景雑音の種類によらず一定であったが、
左半球では変調ノイズ下での増加率は非変調ノイズ下での増加率に比べて有意に小さかっ
た。一方高齢者では、この左右半球の差が消失していた。

７月18日（土）

Research Forum Ⅰ

　　１　（13：00～13：15）	 座長　小川　洋（福島県立医科大学会津医療センター）
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リアルタイム細胞動態解析装置を用いた
鼻茸における好酸球遊走の検討

－CC	chemokine	receptor-3（CCR3）の役割－

齋藤　秀和、本田　耕平、石川　和夫

秋田大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

　CC-chemokine receptor-3（CCR3）は、好酸球、好塩基球、一部の Th2細胞に発現し
eotaxin, RANTES, MCP-4などをリガンドとするケモカインレプターであり好酸球の組織
への集積に重要な役割を持つと考えられている。今回、リアルタイム細胞動態解析装置

（TAXIscan）を用い鼻茸抽出液によるヒト好酸球遊走能を測定した。また CCR3アンタゴニ
ストを用い CCR3の鼻茸における好酸球集積の役割について検討した。

７月18日（土）

Research Forum Ⅰ

　　２　（13：15～13：30）	 座長　小川　洋（福島県立医科大学会津医療センター）



―　 ―16

本邦における小児急性中耳炎症例の中耳貯留液より分離された
インフルエンザ菌の薬剤耐性に関する分子疫学的研究

角田梨紗子１）、矢野　寿一２）、３）、日高　浩史１）、
小澤　大樹１）、香取　幸夫１）

東北大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野１）

東北大学大学院医学系研究科　感染制御・検査診断学分野２）

奈良県立医科大学　微生物感染症学講座３）

　日本全国より収集した小児急性中耳炎の中耳貯留液から分離されたインフルエンザ菌157
株の薬剤感受性、ABPC 耐性機序、耐性株について分子疫学的検討を行った。
　対象株の中で、BLNAR が53株（33.8％）を占め、その全てにおいて ABPC 耐性に関与
すると考えられる PBP3のアミノ酸置換を認めた。ABPC 耐性株は遺伝子学的に多様性を示
したが、一部にクラスターを形成するクローンの存在が明らかとなった。

７月18日（土）

Research Forum Ⅱ

　　３　（13：30～13：45）	 座長　本田耕平（秋田大）
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好酸球性中耳炎モデルを用いた内耳病態の基礎的研究

工藤　直美、西澤　尚徳、松原　　篤

弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

　好酸球性中耳炎は好酸球が著明に浸潤したニカワ状の中耳貯留液を特徴とする難治性の中
耳炎であり、高率に感音難聴を来たし聾に至る症例も存在することが知られている。我々の
施設では、好酸球性中耳炎の症例と、好酸球性中耳炎のモデル動物を用いて内耳病態の解明
を進めている。今回は、内耳への好酸球浸潤のメカニズムに関して、種々のケモカインの局
在について免疫組織学的な検討を行ったので報告する。

７月18日（土）

Research Forum Ⅱ

　　４　（13：45～14：00）	 座長　本田耕平（秋田大）
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CM2タンパク質のリン酸化がＣ型インフルエンザウイルスの
増殖に及ぼす影響

後藤　崇成１）、本郷　誠治２）、欠畑　誠治１）

山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座１）

山形大学医学部　感染症学講座２）

　Ｃ型インフルエンザウイルスはヒトの上気道感染症の原因の一つで、急性中耳炎を惹起す
ると考えられている。Ｃ型インフルエンザウイルスの膜タンパク質の一つである CM2はウ
イルス増殖に必須のタンパク質である。CM2はリン酸化を受けるが、このリン酸化がウイ
ルス増殖に及ぼす影響は明らかになっていない。今回、reverse genetics で作製したウイル
ス様粒子および、組み換えウイルスを用いてその影響を解析したので報告する。

７月18日（土）

Research Forum Ⅲ

　　５　（14：00～14：15）	 座長　川瀬哲明（東北大）
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コラーゲン濃度が気管粘膜再生に及ぼす影響

仲江川　雄太、大森　孝一

福島県立医科大学医学部　耳鼻咽喉科学講座

　我々はコラーゲンとポリプロピレンからなる人工気管を開発し臨床応用を行っている。本
研究では様々な濃度のコラーゲン溶液からウサギ用人工気管を作製し気管粘膜再生に及ぼす
影響について評価する。1.0％以下の濃度のコラーゲン溶液から作製したスポンジでは多孔
構造が観察され移植実験でも上皮化は良好であった。コラーゲンスポンジが多孔構造を有す
ることが気管粘膜の再生に好ましいことが示唆された。

７月18日（土）

Research Forum Ⅲ

　　６　（14：15～14：30）	 座長　川瀬哲明（東北大）
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Muse 細胞の発見によってもたらされる
間葉系幹細胞移植のパラダイムシフト

出澤　真理

東北大学大学院医学系研究科・細胞組織学分野　教授

　我々は間葉系幹細胞の中にあらゆる細胞に分化可能な多能性幹細胞を見出し、Muse 細胞
と命名した。成人ヒトの皮膚、骨髄、脂肪組織などに存在し、多能性マーカー（SSEA-3）
陽性細胞として精製可能である。多様な細胞に分化できるが、腫瘍性は有さない。Muse 細
胞のもう一つの特徴は生体内で組織修復幹細胞としての機能を持つことである。血液中に投
与するだけで傷害組織を認識して遊走し、生着した後に組織に応じた分化する。間葉系幹細
胞は腫瘍性を持たないため安全性が高く実用性が高いが再生効果に関しては議論がある。
Muse 細胞の有効活用は、現在施行されている間葉系幹細胞の治療効果を飛躍的に向上させ
られると期待できる。

７月18日（土）

特別講演 Ⅰ（14：30～15：20）

座長　欠畑誠治（山形大）
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１　難聴の著明な改善が得られた ANCA
関連血管炎性中耳炎の１症例

○後藤　真一１）、２）、西澤　尚徳２）、
　去石　　巧１）、高畑　淳子２）、
　松原　　篤２）、洲崎　　洋３）

八戸市立市民病院　耳鼻咽喉科１）

弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座２）

洲崎耳鼻咽喉科医院３）

　近年、難聴が進行する ANCA 関連血管
炎性中耳炎（以下 OMAAV）が話題になっ
ているが、当科でも OMAAV の１症例を
経験したので報告する。症例は70歳女性。
平成26年６月頃両側難聴を自覚し前医受
診。高度な難聴、および中耳に滲出液貯留
を認め抗生剤、鼓膜切開術を施行するも改
善なく、MPO-ANCA 陽性のため当科紹
介となった。OMAAV の診断として、ス
テロイド薬と免疫抑制剤による治療を行
い、著明な聴力の改善が得られたので、そ
の詳細について報告する。

２　肥厚性硬膜炎を合併した ANCA 関連
血管炎性中耳炎疑い例

○間多　祐輔１）、植木　雄司１）、
　今野　昭義１）、山内　智彦２）、
　横山　秀二２）、小川　　洋２）

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院耳鼻咽喉科１）

福島県立医科大学会津医療センター耳鼻咽喉科２）

　70歳女性。2012年より左耳漏で保存的治
療を行うも改善せず、手術予定であった。
2014年９月に複視を自覚、近医で左外転神
経麻痺を指摘、当院へ紹介、頭部 MRI で
左小脳から側頭葉に肥厚性硬膜炎が認めら
れた。乳突削開を施行し病理組織学的検索
を行った。非特異的肉芽腫の診断であり、
自己抗体は陰性であったが、ANCA 関連
血管炎の関与を疑い、ステロイドを開始し、
３ヶ月経過時点で外転神経麻痺も改善し
た。

７月18日（土）

ポスターセッション １群　（15：30～16：05）

　　	 座長　佐々木　亮（弘前大）
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７月18日（土）

ポスターセッション １群　（15：30～16：05）

　　	 座長　佐々木　亮（弘前大）

３　進行性難聴を来したLOXHD1遺伝子
変異例

○小林有美子１）、２）、嶋本記里人２）、
　平海　晴一２）、佐藤　宏昭２）、
　宇佐美真一３）

岩手医科大学臨床遺伝学科１）、
岩手医科大学耳鼻咽喉科２）、
信州大学耳鼻咽喉科３）

症例：５歳女児
　言語発達遅滞のため２歳０ヶ月時に当院
紹介初診、ABR で右75dB、左65dB より
反応を認め、２歳１か月より補聴器装用を
開始した。補聴効果良好であったが５歳６
か月時、純音聴力検査会話音域４分法にて
96.3dB、語音検査は補聴器装用下音場検
査70dB にて45％と悪化を認め、左人工内
耳埋め込み術を施行した。遺伝子検査で
LOXHD １遺伝子変異が確認された。本児
の兄にも同様の変異あり、今後聴力経過を
追う予定である。

４　外リンパ瘻術後に続発した内リンパ水
腫の一症例

○中島小百合、鈴木　　豊、野田　大介、
　千田　邦明

日本海総合病院

　外リンパ瘻により続発性に内リンパ水腫
が生じうることは知られているが、実際の
報告は比較的まれである。症例は25歳男
性。耳かき外傷後に外傷性外リンパ瘻を疑
われ、内耳窓閉鎖術施行。術中採取した
CTP は陽性であった。その後いったんは
症状の改善を認めたが、術後３か月目に再
度めまいを自覚。グリセロールテストにて
内リンパ水腫が疑われ、イソソルビド内服
にて症状軽快した。本症例について文献的
考察を加えて報告する。
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７月18日（土）

ポスターセッション ２群　（16：10～16：45）

　　	 座長　山崎一春（秋田大）

５　外耳道軟組織再建で用いた鼓膜チュー
ブの違いによる検討

○武田　育子、佐々木　亮、松原　　篤

弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

　外耳道後壁軟素材再建術は大きく外耳道
が陥凹し open 法のような形態となること
が少なくない。我々は本術式の多くの症例
に手術の際に鼓膜換気チューブを留置して
いたが、それでも陥凹が進行する症例が多
くみられた。そこで、チューブの種類をＴ
チューブとし外耳道の形態を保てるかどう
かについて検討を行った。Ｔチューブ群に
おいて外耳道形態が正常である割合が高
く、cavity problem を来した症例はいな
かった。

６　側頭骨CTにおける被ばく線量

○尾股　千里、松井　隆道、大森　孝一

福島県立医科大学　耳鼻咽喉科

　中耳内耳病変に対する画像診断において
側頭骨 CT は必要不可欠である。
　近年、多列検出器 CT（MDCT）やコー
ンビーム CT（CBCT）により正確な画像
診断が可能となっている。一方 CT 検査数
は増加し過剰な医療被ばくの問題が注目さ
れ、医療被ばくの最適化が求められてい
る。
　これらを踏まえて現在使用している CT
撮影での被ばく線量に関してファントムを
用いて線量測定と画像の比較を行ったので
報告する。
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７　座位CTの耳管開放症診断における有
用性の検討

○池田　怜吉１）、菊地　俊晶２）、
　大島　英敏１）、３）、宮崎　浩充１）、
　小林　俊光１）

仙塩利府病院耳科手術センター１）

JCOH仙台病院耳鼻咽喉科２）

仙台医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科３）

　耳管開放症の診断における座位 CT の有
用性について検討を行った。①耳管開放症
確実例であっても開放耳管の径の大きさは
一様でなく、座位 CT は治療方針の選択の
参考となった。②受診時に症状がなくと
も、座位 CT における閉鎖帯の短縮の所見
から耳管開放症の診断が裏付けられた症例
があった。③類似症状から耳管開放症を疑
われて受診した症例の中に、座位 CT 所見
によって耳管開放症を否定できた症例が
あった。

８　DPOAE検査にて診断した小児一側性
機能性難聴の２例

○横山　哲也

盛岡赤十字病院　耳鼻咽喉科

　機能性難聴は一般診療においてしばしば
経験する。
　診断には純音聴力検査と自記オージオメ
トリーに、ABR を組み合わせてなされる
ことが多い。
　両側性であれば、マスク越し会話の可否
と純音聴力検査結果との解離から、機能性
難聴を鑑別に上げることは比較的容易であ
る。
　今回我々は一側性機能性難聴を呈した小
児２例を経験し、純音聴力検査と自記オー
ジオメトリーに、DPOAE を組み合わせて
診断した。これらの経過と若干の考察を含
め報告する。

７月18日（土）

ポスターセッション ２群　（16：10～16：45）

　　	 座長　山崎一春（秋田大）
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９　鼻副鼻腔手術で注意すべき前頭蓋底の
構造～CTによる前頭骨盲孔の同定～

○阿部　靖弘１）、太田　伸男２）、
　古川　孝俊１）、鈴木　祐輔２）、
　倉上　和也１）、欠畑　誠治１）

山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座１）

山形市立病院済生館　耳鼻咽喉科２）

　近年、鼻科手術において modified Lothrop 
procedure（MLP）が広く行われている。
この手技では骨削開を行うため、鶏冠の前
方、前頭洞中隔に存在する盲孔が発達して
いる症例では、盲孔損傷のリスクが高くな
る。我々は MLP を含む ESS 症例において
術前に CT 多断面再構成像を作成し、盲孔
を事前に同定した。盲孔の位置や形状を認
識することにより、盲孔損傷による髄液漏
を回避出来ると考える。

10　地域住民を対象としたアレルギー感作
率の検討

○原　隆太郎、高畑　淳子、野呂　雅司、
　佐々木　亮、松原　　篤

弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

　弘前大学では社会医学講座が中心となり
青森県弘前市岩木町の住民を対象に健康調
査「岩木健康増進プロジェクト」を行って
いる。今回は2014年のプロジェクト健診に
おいて、イムノ CAP 法を用いて、主要な
４項目の吸入性抗原（ハウスダスト、スギ
花粉、イネ科、雑草）の特異的 IgE 抗体
価を測定した。その結果を基に、男女別・
年齢層別の感作率、および重複感作の状況
などについて検討したので報告する。

７月18日（土）

ポスターセッション ３群　（15：30～16：05）

　　	 座長　佐藤和則（太田西ノ内病院）
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11　照射誘発上顎肉腫に対して頭蓋底手術
を行った一例

○石川　智彦、小川　武則、嵯峨井　俊、
　太田　　淳、石井　　亮、若盛　　隼、
　香取　幸夫

東北大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

　症例は71歳男性。右鼻出血を主訴に近医
耳鼻科を受診し、右上顎肉腫の診断で当科
紹介となった。約15年前に右上顎扁平上皮
癌に対して CDDP 併用放射線治療を行っ
た既往があり、照射誘発肉腫と考えられ
た。頭部画像にて中頭蓋底の骨破壊、硬膜
浸 潤 が 疑 わ れ た た め 当 院 で hemifacial 
dismasking 法を用いた頭蓋底手術を行っ
た。本症例のように照射歴がある場合、放
射線治療の瘢痕と腫瘍浸潤の鑑別が困難な
ことがあり、慎重な画像読影と手術プラン
ニングが必要である。

12　ビスフォスフォネート関連顎骨壊死を
伴った頸部膿瘍の３例

○垣野内　景、野本　幸男、大槻　好史、
　松井　隆道、大森　孝一

福島県立医科大学医学部	耳鼻咽喉科学講座

　ビスフォスフォネート製剤（BP 製剤）
は骨粗鬆症等の治療に用いられる。近年
BP 製剤投与患者に難治性顎骨骨髄炎様状
態を起こすビスフォスフォネート関連顎骨
壊 死（BRONJ） が 報 告 さ れ て い る。
BRONJ は歯科では一定の認知を得ている
が、耳鼻咽喉科医にとって膿瘍の原因疾患
としてはあまり認知されていない。我々は
BRONJ を伴った頸部膿瘍の３例を経験し
たので文献的考察を加え報告する。

７月18日（土）

ポスターセッション ３群　（15：30～16：05）

　　	 座長　佐藤和則（太田西ノ内病院）
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13　頸部脂肪肉腫の２症例

○大越　　明１）、舘田　　勝１）、
　森田　慎吉２）、大島　英敏１）、
　大石　哲也１）、橋本　　省１）

仙台医療センター１）

宮城県立がんセンター２）

　頭頸部原発の脂肪肉腫は極めて稀であ
る。術前に特徴的な画像所見を呈すること
がある一方で、高分化型脂肪肉腫のなかに
は脂肪腫との鑑別が困難な例もみられる。
今回、我々は頸部脂肪肉腫の手術を２例経
験した。うち１例は術前に脂肪肉腫が疑わ
れたが、もう１例は脂肪腫の所見で、摘出
後に脂肪肉腫の診断となった。

14　ミノサイクリン局注が有効であった耳
下腺嚢胞の１症例

○舘田　　勝、橋本　　省、大越　　明、
　大島　英敏、大石　哲也

仙台医療センター耳鼻咽喉科

　手術を希望しない右耳下腺嚢胞に対し、
ミノサイクリンの嚢胞内注射にて嚢胞の縮
小が持続した１例を経験したので報告す
る。43歳男性で、１年前からの右耳下腺の
腫脹を主訴に来院。MRI の画像にて耳下
腺嚢胞の診断をうけた。２回の穿刺吸引細
胞診ではクラスⅡで悪性所見を認めなかっ
た。手術は希望せず、本人との相談でミノ
サイクリン100㎎を嚢胞内に局所注射した。
５回の注射にて５㎝の嚢胞が２㎝に縮小
し、以後増大は認めていない。

７月18日（土）

ポスターセッション ４群　（16：10～16：45）

　　	 座長　那須　隆（山形大）
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15　当科におけるセツキシマブの使用経験

○森田　真吉、小柴　康利、阿部　秀晴、
　今井　隆之、加藤　健吾、浅田　行紀、
　松浦　一登

宮城県立がんセンター頭頸部外科

　セツキシマブ（C-mab）は上皮成長因
子受容体（EGFR）を標的としたモノク
ローナル抗体であり、頭頸部扁平上皮癌に
対して2012年に追加適応承認を取得した。
　当科で行ったセツキシマブ併用放射線療
法（cmab-RT）は12症例である。
　全例プロトコールを完遂したが、合併症
として１例誤嚥性肺炎で死亡、１例皮膚炎
の増悪で再入院となった。
　新たな治療戦略である cmab-RT につい
て当科で行った治療を検討した。

16　Dynamic	MRI にて多彩な像を示した
耳下腺悪性腫瘍の一例

○若盛　　隼、小川　武則、嵯峨井　俊、
　石井　　亮、石川　智彦、香取　幸夫

東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

　64歳男性。20年来の耳下腺腫瘤が増大傾
向示したため当科受診。穿刺吸引細胞診、
針 生 検 に て 悪 性 腫 瘍 疑 い で あ っ た。
Dynamic MRI の time intensity curve に
て悪性を示唆する急増プラトーパターンと
良性を示唆する漸増パターンの両者を得
た。病歴より多形腺腫由来癌が疑われ、乳
突削開術と側頭骨内顔面神経切断を含む拡
大耳下腺全摘術＋神経移植術＋遊離皮弁再
建術を施行した一例を経験したので報告す
る。

７月18日（土）

ポスターセッション ４群　（16：10～16：45）

　　	 座長　那須　隆（山形大）
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17　原因不明の声門下狭窄症の１例

○村上　朱里、渡邊　健一、山内　大輔、
　荒川　一弥、大石　哲也、香取　幸夫

東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

　症例は20歳女性。気管外傷や気管内挿管
の既往なし。平成26年１月から咽頭痛あり
前医を受診、声門下狭窄を指摘され当科紹
介となり、気管切開を行った。多発血管炎
性肉芽腫症、IgG4関連疾患、再発性多発
性軟骨炎などを疑い、血液検査や組織生検
など精査を行ったが、現時点で確定診断は
得られていない。原因不明の声門下狭窄症
としてステロイド内服を開始している。本
症例について文献的考察を加え報告する。

18　アルカリ飲用により喉頭浮腫を来たし
た２症例

○大石　哲也、舘田　　勝、大越　　明、
　大島　英敏、橋本　　省

国立病院機構仙台医療センター

　アルカリは少量の飲用でもその強い粘膜
腐食作用により喉頭浮腫や、食道・胃粘膜
潰瘍による穿孔や狭窄を来たし致死的にな
る可能性がある。我々は ST コンクという
アルカリ洗剤の誤飲、苛性ソーダの自傷目
的の飲用で喉頭浮腫を来たした２症例を経
験した。両症例とも保存的加療で喉頭浮腫
は次第に改善したが、１例は食道狭窄に対
し内視鏡的バルーン拡張術を施行した。今
回経験した２例に若干の文献的考察を加え
て報告する。

７月18日（土）

ポスターセッション ５群　（15：30～16：05）

　　	 座長　鹿野真人（大原綜合病院）
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19　当科で経験した喉頭真菌症の２例

○阿部　尚央、高畑　淳子、西澤　尚徳、
　工藤　直美、松原　　篤

弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

　今回我々は喉頭真菌症を２例経験したの
で文献的考察を加え報告する。
　１例目は61歳女性。２例目は54歳男性で
いずれも嗄声を主訴に当科を受診。声帯の
白色病変を生検したところ真菌を認め抗真
菌薬の内服治療をおこなった。２例とも内
服治療中は改善を認めたが、内服を中止し
たところ白色病変は再増悪した。１例目は
再生検にて真菌、腫瘍性病変ともに認めら
れなかったが、２例目は扁平上皮癌の診断
となった。

20　反回神経麻痺症例の検討

○阿部　俊彦、遠藤　芳彦

岩手県立中央病院耳鼻咽喉科

　反回神経は、迷走神経より胸腔内で分枝
し、右側は鎖骨下動脈の下を、左側は大動
脈弓の下を回っており走行が長い神経であ
る。そのため様々な原因で反回神経麻痺を
来すことが知られている。今回我々は、平
成24年１月より平成26年12月までの３年間
で、当科において反回神経麻痺と診断され
た症例について、原因・年齢・性別・麻痺
側・予後について若干の文献的考察を加え
て報告する。

７月18日（土）

ポスターセッション ５群　（15：30～16：05）

　　	 座長　鹿野真人（大原綜合病院）
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21　各種顔面神経再建法の検討

○モハメド・アボシェニフ、近江　永豪、
　本田　耕平、石川　和夫

秋田大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

　顔面神経に波及する頭頸部腫瘍に対する
治療後の患者の生活の質（QOL）向上は
顔面神経再建の成績によるところが多い。
様々な神経再建の手法があるが、再建後の
臨床経過中、日常生活に支障をきたす程度
の合併症を伴うこともしばしば経験する。
今回我々は1991年から2013年まで頭頸部腫
瘍と診断された新鮮症例のうち、各種顔面
神経再建術を施行した22症例（男性：９人、
女性：13人、平均年齢：55.7歳）について
臨床的検討を行った。

22　良性腫瘍を疑わせた声門上癌の１症例

○橋本　　光１）、渡邉幸二郎１）、
　菅原　　充１）、松浦　一登２）

東北公済病院耳鼻いんこう科１）、
宮城県立がんセンター２）

　喉頭に生じる嚢胞性疾患は良性腫瘍であ
ることが多い。今回我々は被裂部に基部を
持つ表面平滑な腫瘤で、切除後に悪性腫瘍
と判明した一例を経験したので、若干の文
献的考察を加えて報告する。症例は80歳女
性。前医にて右被裂部直上に腫瘤を認め、
良性腫瘍として経過観察されていたが、当
科紹介となり、腫瘍摘出術を施行した。病
理組織診にて腺扁平上皮癌と判明。遠隔転
移を認めたため、姑息的化学療法を開始し
ている。

７月18日（土）

ポスターセッション ６群　（16：10～16：45）

　　	 座長　太田修司（青森県立中央病院）
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23　喉頭に生じた癌肉腫の一例

○登米　　慧１）、鈴木　真輔１）、
　花田　巨志２）、石川　和夫１）

秋田大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科１）

能代厚生医療センター２）

　症例は79歳男性。嗄声のために近医受
診。前交連付近に有茎性の腫瘤性病変が認
められ、喉頭微細手術により腫瘤は摘出。
病理にて炎症性筋線維芽細胞腫瘍であり断
端陽性と診断され、根治治療を目的に当科
紹介となった。当科受診時、前交連に表面
平滑で境界明瞭な腫瘤性の病変が認めら
れ、喉頭垂直部分切除を施行。摘出病変の
病理にて炎症性筋線維芽細胞腫瘍と扁平上
皮癌が混在する非常に稀な形態の癌肉腫と
診断された。

24　急性喉頭蓋炎の31例の検討

○川合　　唯、小池　修治、古瀬　秀和、
　齊藤　史明

山形県立中央病院耳鼻咽喉科

　急性喉頭蓋炎は声門上部に発症する急性
炎症疾患である。炎症に伴う浮腫は喉頭蓋
から披裂部に及ぶ。初診時に喉頭蓋の腫脹
が軽度であっても、急激な気道狭窄をきた
す症例もあり、常に気道確保を念頭に置い
て診療を行う必要がある。
　今回、われわれは当科にて2012年１月か
ら2015年５月までに入院加療を行った急性
喉頭蓋炎症例31例について、香取らの分類

（2005）に従い検討を行ったので、若干の
文献的考察を加えて報告する。

７月18日（土）

ポスターセッション ６群　（16：10～16：45）

　　	 座長　太田修司（青森県立中央病院）
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１　口蓋扁桃摘出術後出血に対し外頸動脈
結紮術を施行した１例

○小針　健大、佐藤　廣仁、髙取　　隆、
　鹿野　真人

大原綜合病院耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科

　口蓋扁桃摘出術の合併症の一つである術
後出血は、ときに重篤な結果を招くため注
意しなければならない。今回われわれは、
動脈性の術後出血を繰り返す症例に対し外
頸動脈結紮術を施行し、根治的な止血が得
られた１例を経験した。外頸動脈結紮術は
大量鼻出血や顔面外傷での止血困難な出血
に行われることがあるが、本症例のように
咽頭操作だけでは止血困難な扁摘術後出血
例において有用な手段であると考えられ
た。

２　当科における内視鏡的咽喉頭手術
（ELPS）の検討

○川嵜　洋平１）、石川　和夫１）、
　松橋　　保２）、小野地研吾２）

秋田大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科１）

同・消化器内科２）

　内視鏡の発達により、今まで発見困難で
あった中下咽頭の早期癌を発見するケース
が増えている。今後も早期に診断される症
例が増え続ける事が予想される。当院でも
2007より消化器内科と合同で、内視鏡下経
口腫瘍切除を行っている。現在まで36例で
45病変に対して施行した。術後のリンパ節
転移や、５年生存率、問題となった症例な
どを検討し報告する。

７月18日（土）

一般演題

　　第１群　（17：00～17：40）	 座長　鈴木真輔（秋田大）・松塚　崇（福島医大）
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３　深頸筋内に発育したデスモイド腫瘍の
一例

○池田　　文、及川　伸一、齋藤　大輔、
　片桐　克則、志賀　清人

岩手医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科

　症例は68歳、女性。右頸部腫脹を契機に
当科紹介となった。初診時、甲状腺右葉背
側に４㎝大の可動性のない硬い腫瘍を認
め、 画 像 検 査 か ら 迷 走 神 経 鞘 腫 や
Peripheral neural sheath tumor が疑われ
手術による腫瘍摘出を行った。腫瘍は前斜
角筋と頸長筋と一体化し、椎骨動脈も腫瘍
の被膜内に入っていたため腫瘍とともに一
塊に摘出した。病理診断の結果、頚部病変
と し て は 非 典 型 的 な desmoid-type 
fibromatosis であった。

４　甲状腺分化癌に対する放射性ヨウ素内
用療法の効果検討

○杉山　元康、那須　　隆、岡崎　慎一、
　岡崎　　雅、倉上　和也、後藤　崇成、
　欠畑　誠治

山形大学耳鼻咽喉科

　甲状腺分化癌は、その多くは良好な予後
が見込まれるが、局所浸潤、再発、遠隔転
移をきたす症例と遭遇することも稀ではな
い。当科ではハイリスク症例を管理する上
で、甲状腺全摘後に放射性ヨウ素内用療法
を施行している。今回、当院において2003
年から2014年までに放射性ヨウ素内用療法
を施行した甲状腺分化癌49症例につき検討
し、その効果とリスク因子につき検討した
ので、若干の文献学的考察を含めて報告す
る。

７月18日（土）

一般演題

　　第１群　（17：00～17：40）	 座長　鈴木真輔（秋田大）・松塚　崇（福島医大）
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５　舌癌センチネルリンパ節転移の同定に
おける迅速免疫組織染色法の試み

○椎名　和弘、川嵜　洋平、鈴木　真輔、
　本田　耕平、石川　和夫

秋田大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

　頭頸部癌のセンチネルナビゲーション手
術において、センチネルリンパ節（SN）
生検の術中迅速病理診断は頸部郭清の必要
性を決定するため非常に重要である。しか
しながら迅速診断で正確に微小転移を診断
することはしばしば困難な場合もある。そ
こで従来の HE 染色に加え電界撹拌染色装
置（ヒスト・テック®　R-IHC®）を用いサ
イトケラチン抗体による術中迅速病理診断
を行い術中病理診断の精度向上を図った。

６　新鮮上顎悪性黒色腫11例における複合
療法後の臨床経過

○今野　昭義、植木　雄司、間多　祐輔、
　内田　亮介

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院耳鼻咽喉科

　過去13年間にＮ＋　３症例を含む上顎原発
悪性黒色腫11例（鼻腔６例、上顎洞２例、
硬口蓋・上歯肉３例）を手術に照射・化療
を併用した複合療法で治療した。８例では
手術後に照射・化療を行ない、３例では術
前陽子線照射後に縮小手術を行なった。観
察期間は平均50±14月で、９例は非担癌生
存、最近の２例は治療開始後早期に肝転移
を示した。陽子線照射の組織学的効果と同
時に治療失敗例を中心に治療後経過を報告
する。

７月18日（土）

一般演題

　　第２群　（17：40～18：20）	 座長　松浦一登（宮城県立がんセンター）・小池修治（山形県立中央病院）
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７　血管塞栓術により安全に摘出しえた
glomangiopericytoma の１例

○野村　彩美、長岐　孝彦、三国谷由貴、
　白崎　　隆、太田　修司

青森県立中央病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科

　Glomangiopericytoma は非常にまれな低
悪性度新生物である。今回我々は鼻出血を
契 機 に 発 見 さ れ た 鼻 中 隔 原 発
glomangiopericytoma の１例を経験したの
で、若干の文献的考察を加えて報告した。
症例は67歳女性。左鼻腔腫瘍からの出血に
つ き 当 科 紹 介 と な っ た。 生 検 に て
glomangiopericytoma が疑われ、血管造影
にて両側蝶口蓋動脈からの栄養血管を同定
し塞栓術を施行し、鼻内視鏡下にほぼ出血
なく腫瘍を摘出した。α -SMA、CD34が
陽性であり、glomangiopericytoma の診断
となった。現在も再発なく経過している。

８　眼窩先端症候群を呈した副鼻腔真菌症
症例

○桑島　　秀、山本　浩之、川岸　和朗、
　大塚　尚志、志賀　清人、佐藤　宏昭

岩手医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

　眼窩先端症候群は視神経管と上眼窩裂に
病変が及び、視力低下や上眼窩裂を通る脳
神経症状である眼球運動障害、眼瞼下垂な
どの症状をきたす疾患である。病因として
は眼窩先端部の炎症、腫瘍、外傷、動脈瘤
などがあり、耳鼻咽喉科領域では副鼻腔真
菌症や副鼻腔嚢胞による報告が散見され
る。今回副鼻腔真菌症を病因とする眼窩先
端症候群を呈したと考えられる症例を経験
したので、文献的考察を加え報告する。

７月18日（土）

一般演題

　　第２群　（17：40～18：20）	 座長　松浦一登（宮城県立がんセンター）・小池修治（山形県立中央病院）
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９　真珠腫の遺残性再発に対する内視鏡下
耳科手術

○成澤　　健、渡辺　知緒、伊藤　　吏、
　窪田　俊憲、古川　孝俊、欠畑　誠治

山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

　当科では真珠腫の再発症例の治療におい
ても、真珠腫が上鼓室から乳突洞までに限
局した例では、経外耳道的内視鏡下耳科手
術（Transcanal endoscopic ear surgery：
TEES）で摘出を行う方針としている。こ
の TEES の適応を術前に決定するために、
拡散強調画像と MR cisternography を組
み合わせた fusion 画像を積極的に用いて
いる。今回、この fusion 画像によって早
期に真珠腫の遺残性再発と診断され、内視
鏡下耳科手術（TEES）で摘出しえた症例
を経験したので、手術動画と共に報告す
る。

10　外耳道に発生した線維上皮性ポリープ
の１例

○田中　伸明１）、２）、３）、塩谷　彰浩３）

陸上自衛隊第６師団司令部１）、
自衛隊仙台病院耳鼻咽喉科２）、
防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座３）

　線維上皮性ポリープ（FP）は皮膚など
にしばしば発生する良性腫傷であり、頭頸
部領域では舌、梨状陥凹、下鼻甲介及び口
蓋扁桃由来の FP が報告されているのみで
ある。この度外耳道に発生した FP を経験
したので、文献的考察を加えて報告する。

【症例】左耳閉感を主訴に来院した16歳女
性、左外耳道に乳頭腫様病変を認めた。予
め生検にて良性腫傷である事を確認した
後、切除術を施行した。永久標本にて FP
と診断され、耳閉感も消失した。

７月19日（日）

一般演題

　　第３群（９：30～10：30）	 座長　橋本　省（仙台医療センター）・野本幸男（福島医大）
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11　中耳奇形として手術に望んだ先天性中
耳真珠腫症例

○佐々木　亮、武田　育子、松原　　篤

弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

　症例は13歳女性。８歳時の学校検診にて
右難聴を指摘され近医耳鼻科を受診。右伝
音難聴を指摘され、CT では中耳奇形を疑
われた。当科へ紹介となり、外来における
内視鏡検査を行ったがキヌタ骨長脚は確認
されなかった。時期を待って手術を行う方
針となり、５年後に右鼓室形成術を施行。
キヌタ骨長脚とアブミ骨上部構造は欠損し
ており、顔面神経鼓室部には真珠腫上皮を
認めた。術後は再発傾向なく経過してい
る。

12　髄膜腫患者における聴性定常反応と純
音聴力検査の検討

○佐藤　輝幸、石川　和夫

秋田大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

　髄膜腫は脳腫瘍において最多であり、多
くは脳実質外に存在し、小脳橋角部に発生
すると聴覚障害をきたすことがある。よっ
て病状把握のためには耳鼻咽喉科による術
前後の診察が必須になっている。術前に聴
覚検査を施行すると聴性定常反応と純音聴
力検査が解離している症例が散見された。
この研究の目的は髄膜腫患者における聴性
定常反応と純音聴力検査における閾値を比
較し、その特徴に対して文献的考察を加え
報告することである。

７月19日（日）

一般演題

　　第３群（９：30～10：30）	 座長　橋本　省（仙台医療センター）・野本幸男（福島医大）
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13　乳突蜂巣発育が良好な上鼓室型真珠腫
に対する新しい術式の試み

○桝谷　将偉、湯浅　　有、湯浅　　涼

仙台中耳サージセンター

　当院では乳突蜂巣発育が良好な上鼓室型
真珠腫性中耳炎症例で、上鼓室前方に限局
した真珠腫が同部に強く癒着し剥離困難な
場合、癒着真珠腫部位のみを外耳道に開放
する術式を適応する場合がある（Semi-
open 法）。本法は正常な蜂巣粘膜を処置し
ないため、低侵襲であると同時に真珠腫部
位は外耳道に開放するため、遺残性再発の
可能性が低くなる利点がある。今回、本法
の術式の詳細と、術後経過について報告す
る。

14　当院でのめまい集団入院リハビリテー
ションの取り組み（第一報）

○宮崎　浩充、池田　怜吉、小林　俊光

仙塩利府病院　耳科手術センター・めまい
リハビリセンター

　慢性めまい患者に対する有効な取り組み
として、めまい集団入院リハビリテーショ
ンが注目されている。本治療法は医師付添
いのもと複数で行うため、①予定のメ
ニューを完遂しやすい②集中的に行うこと
でその効果を実感しやすい③孤独感が軽減
しめまいへの理解が深まる③的確に行える
④めまい改善へ向けて自信がつく、などが
その有効性の理由と考えられている。第１
報として、当院での現状をメニュー、治療
成績を交えて報告する。

７月19日（日）

一般演題

　　第３群（９：30～10：30）	 座長　橋本　省（仙台医療センター）・野本幸男（福島医大）
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好酸球性中耳炎の病態と対応　その基礎と臨床

松原　　篤

弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

　好酸球性中耳炎（eosinophilic otitis media）は好酸球浸潤が著明なニカワ状の中耳貯留液
を特徴とする疾患で、代表的な難治性中耳炎の一つとして知られるようになった。好酸球性
中耳炎の名称と概念は日本から世界に向けて発信され、最近では海外からの報告も増加し世
界的にも認知されつつある疾患である。
　この疾患の発見、診断基準、治療法の検討などについては、特に東北地方にゆかりのある
先生方が大きく貢献をしている。本講演では、好酸球性中耳炎の歴史的背景を踏まえて、
我々の施設で行われてきた臨床研究および好酸球性中耳炎モデル動物を用いた基礎研究の
データを基にして、好酸球性中耳炎の病態と対応法について解説する。

７月19日（日）

特別講演Ⅱ（10：30～11：20）

	 座長　佐藤宏昭（岩手医大）
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理事長に就任して一年

久　　育男

一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会　理事長

７月19日（日）

招待講演（11：30～12：00）

	 座長　石川和夫（秋田大）
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甲状腺癌診療の最前線

鈴木　眞一

福島県立医科大学医学部甲状腺内分泌学講座　教授

　甲状腺疾患は耳鼻科頭頸部領域でも重要な診療対象の一つとなっている。
本日は最近の甲状腺診療とくに甲状腺癌診療に対する最新の知見について解説する。
　1　甲状腺癌の診断：超音波診断基準と最新の組織弾性評価法および細胞診へのベセスダ

分類の導入につき解説する。
　2　甲状腺癌の治療：甲状腺全摘の適応、微小癌の本邦での取り扱い、甲状腺癌に対する

分子標的治療薬の適応について、放射性ヨウ素抵抗性や手術不能の甲状腺分化癌とあわ
せ解説する。

　3　小児甲状腺超音波スクリーニング：福島県で実施されている甲状腺超音波検査につい
ても放射線の影響やスクリーニング方法につき現状報告を行う。

７月19日（日）

学術セミナー（12：00～13：00）

	 座長　志賀清人（岩手医大）
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弘前市岩木地区におけるスギ花粉症の疫学および
弘前市スギ花粉飛散開始日予測について

高畑　淳子、松原　　篤

弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

　弘前大学では社会医学講座が主催して、地域住民を対象とした健康調査（岩木健康増進プ
ロジェクト）を行っており、その一環でスギなどの抗原感作率を調査している。2008年から
４回分にわたり抗原感作率を調査、2014年は問診票を用いて、発症率、有病率についても検
討している。これまでの、スギ花粉症の疫学データについて報告する。また、当科ではスギ
花粉の飛散開始日や飛散数なども調査しており、飛散開始日予測についても述べる。

７月19日（日）

教育講演Ⅰ（13：00～13：20）

	 座長　牛来茂樹（磐城共立病院）
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喉頭癌に行われる経口的切除術

渡邊　健一

東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

　炭酸ガスレーザーを用いた経口的切除術（TLM：transoral laser microsurgery）は、喉
頭早期癌に対する喉頭機能温存を図る治療として推奨されている。TLM による声帯切除範
囲は、European Laryngological Society によって提唱された分類（タイプⅠ－Ⅴ）が普遍
的に用いられるようになり、その治療成績は放射線治療と同程度と報告されている。本講演
では当科にて行われている TLM を供覧し、その特徴について報告する。

７月19日（日）

教育講演Ⅱ（13：20～13：40）

	 座長　多田靖宏（福島医大）
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頭頸部領域における分子標的薬について

岡崎　慎一

山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

　2012年12月に、抗 EGFR 抗体薬である Cetuximab が頭頸部癌に対し適応拡大となり、
2014年６月にチロシンキナーゼ阻害薬である Sorafenib が根治切除不能な分化型甲状腺癌に
対する効能・効果が追加され、2014年９月に、抗ヒト PD-1モノクローナル抗体である
Nivolmab が根治切除不能な悪性黒色腫に対し使用可能となった。これらの分子標的薬につ
いて、当科での使用経験を踏まえて報告する。

７月19日（日）

教育講演Ⅲ　（13：40～14：00）

	 座長　香取幸夫（東北大）


