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第113回 日 耳 鼻 福 島 県 地 方 部 会
及び第118回福島県耳鼻咽喉科医会

日時：平成24年11月11日（日）13：10～17：00

場所：福島市・福島ビューホテル₃階「吾妻Ⅰ」
　　　　　　　　　　　　（TEL 024－531－1111）

開会の辞 小川　　洋

日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会及び福島県耳鼻咽喉科医会
議事　（13：10～14：00） 司会　　三澤　敬典

１．第７回日耳鼻保険医療委員会全国協議会報告および
　　第60回日耳鼻東北連合学会東北ブロック保険医療委員会報告………………山辺　　習
２．第60回日耳鼻東北連合学会東北合同学校保健委員会報告……………………草野　英昭
３．第37回日耳鼻医事問題セミナー報告……………………………………………松塚　　崇
４．第38回全国身体障害者福祉医療講習会
　　◦第18回補聴器キーパーソン全国会議報告……………………………………馬場　陽子
５．その他

＊学会発表者へのお知らせ＊

◦発表はすべてPC発表とします。会場には液晶プロジェクターを準備します。

◦演者の方は、受付にCD-RもしくはUSBメモリーに保存したデータをご提出下さい。（バックアッ
プもご用意下さい。）

◦使用OSはWindows（XP・Vista・７）、使用ソフトはPower Point 2003・2007です。

　他のOSで作成した場合には必ずWindowsファイルに変換し各自Windows  PCで画面のズレや文
字化けが生じないことを確認の上ご持参下さい。Mac及び動画を再生させる場合には各自のPC
をご持参下さい。

◦地方部会事務局で準備したPCにファイルをコピーさせていただき投影いたします。ご自身でマ
ウスを操作することも可能です。

◦液晶プロジェクターの画面サイズは、1024×768（XGA）表示です。
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主催：日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会
共催：福島県耳鼻咽喉科医会・Meiji Seikaファルマ㈱

第113回日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会学術講演会

日時：平成24年11月11日（日）　14：10～17：00
場所：福島市・福島ビューホテル₃階「吾妻Ⅰ」
　　　　　　　　　　　　（TEL 024－531－1111）

〈一般演題〉　　　　　　（14：10～15：40）

第Ⅰ群（14：10～14：40） 座長　　渡邉　　睦

₁．伝染性単核球症の経過中に急性小脳炎を併発した１例
　　○小針健大・松井隆道・多田靖宏・大森孝一（福島県立医科大学）

　　症例は20歳男性、内服加療にて改善しない発熱、咽頭痛、肝機能障害があり、伝染性単核球症
の診断で当科入院した。保存的加療で扁桃炎は改善したが、ふらつきが徐々に増悪し自力歩行が
困難となった。精査の結果、EBウイルス感染に伴う急性小脳炎と診断された。感染性小脳炎に
よる小脳失調は比較的まれとされているが、近年では成人での発症も報告されている。症例提示
と併せ文献的考察を加えて報告する。

₂．両側反回神経麻痺を認めたギラン・バレー症候群の１症例
　　○佐藤廣仁・山辺　習（寿泉堂綜合病院）

　　ギラン・バレー症候群は感染など何らかの刺激を契機に生じる、末梢神経障害を中核とする急
性・単層性の神経疾患である。今回、我々は嚥下障害にて発症し、両側反回神経麻痺を認めたギ
ラン・バレー症候群の１症例を経験したので報告する。症例は83歳男性、嚥下障害を主訴に当科
を紹介され受診した。両側反回神経麻痺を認め呼吸状態が悪化したため気管切開を施行したが、
反回神経麻痺が改善傾向となり、気管孔閉鎖が可能であった。

₃．篩骨洞に存在した神経鞘腫の１例
　　○小川　慶・市川千恭・竹内成夫・坂井利彦・吉田　剛・壁谷雅之（竹田綜合病院）
　　　三谷浩樹（がん研究会有明病院）

　　〈主訴〉鼻閉・血性鼻漏　〈診断〉篩骨洞神経鞘腫　〈現病歴〉2012年２月より鼻閉・膿性鼻漏、
６月１日当科紹介、CT／MRI上鼻副鼻腔腫瘍疑われた。　〈既往歴・併存症・アレルギー・家族
歴〉特記事項なし　〈経過〉７／12全身麻酔下経鼻的生検施行、腫瘤は柔らかく嗅神経芽細胞腫
が疑われる所見、組織診結果は神経鞘腫（悪性像なし）。　〈考察〉副鼻腔に発生する神経鞘腫は
稀である。若干の文献的考察を加えて発表する。

第Ⅱ群（14：40～15：10） 座長　　相川　　通

₄．下極型扁桃周囲膿瘍に対して即時扁桃摘出術を行った２例
　　○鈴木俊彦・川瀬友貴・小林徹郎・池田雅一・三浦智広・佐藤和則（太田西ノ内病院）

　　扁桃周囲膿瘍は抗菌薬の投与と穿刺・切開排膿で治療されることが多いが、下極型扁桃周囲膿
瘍などの穿刺・切開排膿が行えない症例もあり、そのような症例に対して即時扁桃摘出が有効と
されている。当科では下極型扁桃周囲膿瘍対して即時扁桃摘出術を行った２例を経験した。２例
とも術中に大きなトラブルは無く、術後も経過良好であった。即時扁桃摘出術は患者の全身状態、
スタッフ、設備などの条件がそろえば有効な治療法と考えられた。

₅．片頭痛関連めまい11例の臨床像
　　○山内智彦（福島県立南会津病院）

　　当院での片頭痛関連めまい11例の臨床像を報告する。男性５例、女性６例。めまい発症年齢は
10代から70代と様々であった。頭痛は両側性、拍動性、側頭部が多かった。前医診断は誤った診
断が多かった。メニエール病併存例を３例認めた。発作予防薬はデパケン、トリプタノールが有
効な反面、副作用・自己中断も多かった。重症例２例では強い光過敏を認めた。

₆．中耳手術における硬性内視鏡の使用経験
　　○小川　洋（福島県立医科大学会津医療センター準備室）

　　福島県立医科大学附属病院において中耳手術に内視鏡が導入されるようになり10年ほど経過し
たが、私自身、積極的な使用を行っていなかった。内視鏡システムの進歩により内視鏡による画
質が向上し、現在、県立会津総合病院では中耳手術の際に積極的に内視鏡を併用している。当院
で行っている中耳手術における内視鏡の有用性について報告する。

第Ⅲ群（15：10～15：40） 座長　　佐藤　和則

₇．当院における耳下腺腫瘍の臨床的検討
　　○柳川明弘・鹿野真人・國井美羽・鈴木大士・髙取　隆（大原綜合病院）

　　耳下腺腫瘍は組織型が多彩であり、術前診断にFNA、CT、MRIなどの画像検査を行うも確定
診断に至らない症例もあり、また、その手術治療では、顔面神経麻痺、唾液漏やFrey症候群な
ど耳下腺特有の合併症が問題となり、その対応が課題とされる。対象症例は当院で治療を行った
耳下腺腫瘍64例、年齢は23歳～87歳、男性35例、女性29例である。組織型、治療法、術後の合併
症などについて検討を行い、文献的考察を加えて報告する。

₈．放射線化学療法による粘膜炎に対する当科での取り組み
　　　～エレンタールⓇによる予防効果の検討～
　　○間多祐輔・伊原史英・植木雄司・今野昭義（総合南東北病院）

　　頭頸部癌に対する放射線化学療法は、手術療法と並んで有効な治療法であるが、放射線化学療
法による有害事象である粘膜炎は必発であり、悪化すると感染による発熱や疼痛による経口摂取
不良から全身状態の悪化をきたし、治療を中断しなければならないこともあり、そのコントロー
ルは重要である。今回は当科における放射線化学療法による粘膜炎に対する取り組み、特に成分
栄養剤エレンタールⓇの粘膜炎に対する予防効果について検討したので報告する。

₉．鼻副鼻腔癌治療法の変遷と治療成績
　　○今野昭義・植木雄司・間多祐輔・伊原史英（総合南東北病院）

　　過去40年間における我々の鼻副鼻腔癌の治療方針は、周辺医療の進歩と所属施設の特長を生か
しながら大きく変化してきた。現施設の10年間はCDDP動注化療、超選択的動注化療併用全線量
照射後の残存腫瘍のen  bloc切除を基本とし、術前治療後の画像、組織所見に応じた縮少手術を
行ってきた。個々の症例に応じた治療法の選択を目標とし、最近は超選択的動注化療併用陽子線
照射またはIMRT後のESS症例もある。疾患特異的および累積５年生存率は、上顎洞癌（ｎ＝20）
87.5％、67.1％、鼻腔、節骨洞、前頭洞癌（ｎ＝16）100％、100％（担癌生存中１例）であった。
問題点を含めて最近の症例を呈示する。

〈指定演題〉　（15：40～15：55） 座長　　三澤　敬典

 「COPDの病態と治療　～息切れ、慢性の咳、痰、そして喫煙歴～」
　　Meiji Seikaファルマ株式会社 学術グループ　　庄子　利幸

〈特別講演〉　（16：00～17：00） 座長　　大森　孝一

 「再生医療本格化のための細胞シート工学」
　　東京女子医科大学　先端生命医科学研究所
　　東京女子医科大学大学院　再生医工学分野　　　教授　大和　雅之 先生

（備考）
　　①講演時間（一般演題７分、質疑応答３分）は厳守して下さい。
　　②専門医の方は学術集会参加報告票をご持参下さい。

※意見交換会を17：10より「吾妻Ⅱ」にて行います。
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主催：日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会
共催：福島県耳鼻咽喉科医会・Meiji Seikaファルマ㈱

第113回日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会学術講演会

日時：平成24年11月11日（日）　14：10～17：00
場所：福島市・福島ビューホテル₃階「吾妻Ⅰ」
　　　　　　　　　　　　（TEL 024－531－1111）

〈一般演題〉　　　　　　（14：10～15：40）

第Ⅰ群（14：10～14：40） 座長　　渡邉　　睦

₁．伝染性単核球症の経過中に急性小脳炎を併発した１例
　　○小針健大・松井隆道・多田靖宏・大森孝一（福島県立医科大学）

　　症例は20歳男性、内服加療にて改善しない発熱、咽頭痛、肝機能障害があり、伝染性単核球症
の診断で当科入院した。保存的加療で扁桃炎は改善したが、ふらつきが徐々に増悪し自力歩行が
困難となった。精査の結果、EBウイルス感染に伴う急性小脳炎と診断された。感染性小脳炎に
よる小脳失調は比較的まれとされているが、近年では成人での発症も報告されている。症例提示
と併せ文献的考察を加えて報告する。

₂．両側反回神経麻痺を認めたギラン・バレー症候群の１症例
　　○佐藤廣仁・山辺　習（寿泉堂綜合病院）

　　ギラン・バレー症候群は感染など何らかの刺激を契機に生じる、末梢神経障害を中核とする急
性・単層性の神経疾患である。今回、我々は嚥下障害にて発症し、両側反回神経麻痺を認めたギ
ラン・バレー症候群の１症例を経験したので報告する。症例は83歳男性、嚥下障害を主訴に当科
を紹介され受診した。両側反回神経麻痺を認め呼吸状態が悪化したため気管切開を施行したが、
反回神経麻痺が改善傾向となり、気管孔閉鎖が可能であった。

₃．篩骨洞に存在した神経鞘腫の１例
　　○小川　慶・市川千恭・竹内成夫・坂井利彦・吉田　剛・壁谷雅之（竹田綜合病院）
　　　三谷浩樹（がん研究会有明病院）

　　〈主訴〉鼻閉・血性鼻漏　〈診断〉篩骨洞神経鞘腫　〈現病歴〉2012年２月より鼻閉・膿性鼻漏、
６月１日当科紹介、CT／MRI上鼻副鼻腔腫瘍疑われた。　〈既往歴・併存症・アレルギー・家族
歴〉特記事項なし　〈経過〉７／12全身麻酔下経鼻的生検施行、腫瘤は柔らかく嗅神経芽細胞腫
が疑われる所見、組織診結果は神経鞘腫（悪性像なし）。　〈考察〉副鼻腔に発生する神経鞘腫は
稀である。若干の文献的考察を加えて発表する。

第Ⅱ群（14：40～15：10） 座長　　相川　　通

₄．下極型扁桃周囲膿瘍に対して即時扁桃摘出術を行った２例
　　○鈴木俊彦・川瀬友貴・小林徹郎・池田雅一・三浦智広・佐藤和則（太田西ノ内病院）

　　扁桃周囲膿瘍は抗菌薬の投与と穿刺・切開排膿で治療されることが多いが、下極型扁桃周囲膿
瘍などの穿刺・切開排膿が行えない症例もあり、そのような症例に対して即時扁桃摘出が有効と
されている。当科では下極型扁桃周囲膿瘍対して即時扁桃摘出術を行った２例を経験した。２例
とも術中に大きなトラブルは無く、術後も経過良好であった。即時扁桃摘出術は患者の全身状態、
スタッフ、設備などの条件がそろえば有効な治療法と考えられた。

₅．片頭痛関連めまい11例の臨床像
　　○山内智彦（福島県立南会津病院）

　　当院での片頭痛関連めまい11例の臨床像を報告する。男性５例、女性６例。めまい発症年齢は
10代から70代と様々であった。頭痛は両側性、拍動性、側頭部が多かった。前医診断は誤った診
断が多かった。メニエール病併存例を３例認めた。発作予防薬はデパケン、トリプタノールが有
効な反面、副作用・自己中断も多かった。重症例２例では強い光過敏を認めた。

₆．中耳手術における硬性内視鏡の使用経験
　　○小川　洋（福島県立医科大学会津医療センター準備室）

　　福島県立医科大学附属病院において中耳手術に内視鏡が導入されるようになり10年ほど経過し
たが、私自身、積極的な使用を行っていなかった。内視鏡システムの進歩により内視鏡による画
質が向上し、現在、県立会津総合病院では中耳手術の際に積極的に内視鏡を併用している。当院
で行っている中耳手術における内視鏡の有用性について報告する。

第Ⅲ群（15：10～15：40） 座長　　佐藤　和則

₇．当院における耳下腺腫瘍の臨床的検討
　　○柳川明弘・鹿野真人・國井美羽・鈴木大士・髙取　隆（大原綜合病院）

　　耳下腺腫瘍は組織型が多彩であり、術前診断にFNA、CT、MRIなどの画像検査を行うも確定
診断に至らない症例もあり、また、その手術治療では、顔面神経麻痺、唾液漏やFrey症候群な
ど耳下腺特有の合併症が問題となり、その対応が課題とされる。対象症例は当院で治療を行った
耳下腺腫瘍64例、年齢は23歳～87歳、男性35例、女性29例である。組織型、治療法、術後の合併
症などについて検討を行い、文献的考察を加えて報告する。

₈．放射線化学療法による粘膜炎に対する当科での取り組み
　　　～エレンタールⓇによる予防効果の検討～
　　○間多祐輔・伊原史英・植木雄司・今野昭義（総合南東北病院）

　　頭頸部癌に対する放射線化学療法は、手術療法と並んで有効な治療法であるが、放射線化学療
法による有害事象である粘膜炎は必発であり、悪化すると感染による発熱や疼痛による経口摂取
不良から全身状態の悪化をきたし、治療を中断しなければならないこともあり、そのコントロー
ルは重要である。今回は当科における放射線化学療法による粘膜炎に対する取り組み、特に成分
栄養剤エレンタールⓇの粘膜炎に対する予防効果について検討したので報告する。

₉．鼻副鼻腔癌治療法の変遷と治療成績
　　○今野昭義・植木雄司・間多祐輔・伊原史英（総合南東北病院）

　　過去40年間における我々の鼻副鼻腔癌の治療方針は、周辺医療の進歩と所属施設の特長を生か
しながら大きく変化してきた。現施設の10年間はCDDP動注化療、超選択的動注化療併用全線量
照射後の残存腫瘍のen  bloc切除を基本とし、術前治療後の画像、組織所見に応じた縮少手術を
行ってきた。個々の症例に応じた治療法の選択を目標とし、最近は超選択的動注化療併用陽子線
照射またはIMRT後のESS症例もある。疾患特異的および累積５年生存率は、上顎洞癌（ｎ＝20）
87.5％、67.1％、鼻腔、節骨洞、前頭洞癌（ｎ＝16）100％、100％（担癌生存中１例）であった。
問題点を含めて最近の症例を呈示する。

〈指定演題〉　（15：40～15：55） 座長　　三澤　敬典

 「COPDの病態と治療　～息切れ、慢性の咳、痰、そして喫煙歴～」
　　Meiji Seikaファルマ株式会社 学術グループ　　庄子　利幸

〈特別講演〉　（16：00～17：00） 座長　　大森　孝一

 「再生医療本格化のための細胞シート工学」
　　東京女子医科大学　先端生命医科学研究所
　　東京女子医科大学大学院　再生医工学分野　　　教授　大和　雅之 先生

（備考）
　　①講演時間（一般演題７分、質疑応答３分）は厳守して下さい。
　　②専門医の方は学術集会参加報告票をご持参下さい。

※意見交換会を17：10より「吾妻Ⅱ」にて行います。
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第113回日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会学術講演会
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