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熊川孝三（分担執筆）	:	14　 聴 性 脳 幹 イ ン プ ラ ン ト (ABI)  小 川 郁 編   永 井 書 店  
pp370-373,201

熊川孝三		（分担執筆）: E.補聴器,人工中耳,人工内耳　3．人工内耳(成人)のEBMとは？
池田勝久ら編　EBM 耳鼻咽喉科頭頸部外科の治療　中外医学社　176-178,2010

熊川孝三：人工内耳が壊れたときは新しい器械をいれかえるのでしょうか？ JOHNS　
26：1278-1279,2010

熊川孝三：人工内耳の合併症と再手術 日本耳鼻咽喉科学会専門医通信　1044-5,2010

熊川孝三 :一側性耳硬化症は手術するのか？ JOHNS　26：1045-1049,2010

熊川孝三 :アブミ骨手術における器具と手技の工夫 JOHNS　26：1211-1215,2010

熊川孝三 , 武田英彦 , 射場　恵 , 熊谷文愛 , 中冨浩文 , 臼井雅昭 , 関要次郎 , 内藤　
泰：聴性脳幹インプラント　JOHNS　26：833-837,2010

近藤健二 :【初診外来における初期診療】鼻出血 診断と治療 98（98 増）: 99-102,2010

 佐々木徹 :耳に関する診療依頼 ER マガジン 7 巻 4 号　616-623,2010

田中好太郎 :鳥インフルエンザ（H5N1）の現状 インフェクションコントロール 11 月号 
メディカ出版 ,2010　

角田晃一 :外来における内視鏡の使い方とそのコツ 内視鏡記録への家庭用光学機器の応
用．JOHNS　26 : 15-18,2010

角田晃一 :【喉頭瘢痕性病変へのアプローチ】治療への試み　声帯内側頭筋筋膜自家移植
術の瘢痕病変としての声帯溝症への応用と今必要な研究としての難病対策 厚生労働省声
帯溝 症班研究（解説 / 特集） 音声言語医学　51 : 183-186,2010

16.  

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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角田晃一 :【耳鼻咽喉科領域の新しい診療機器】 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡（解説 / 特集）． 
JOHNS　26 : 897-900,2010

角田晃一 :【声を取り巻く諸問題】 声帯の硬化性病変に挑戦　加齢による声帯の生理的硬
化性病変とその対策．日本医師会雑誌　139(4) : 826,2010

角田晃一 :手術手技　私が愛用する手術器具　上向き横開き鉗子（解説） 　JOHNS　
26 :1589-1591,2010

内藤　雪：感冒薬による脱汗（漏風）の検討．漢方と診療　1 : 60-62,2010

中尾一成 :	Tran-oral Surgery と Trans-oral Robotic Surgery  JOHNS　26 : 921-6,2010

中尾一成 :手術看護のポイント 速習ブック  耳鼻咽喉科 Ope Nursing MC メディカ出版 
232-250,2010

中尾一成 :喫煙と喉頭疾患 日比谷同友会会報　190 : 58-61,2010

二藤隆春 :	" 解剖と機能　- 喉頭 -" 耳鼻咽喉科・頭頸部外科研修ノート 診断と治療社 　　
64-67,2010

二藤隆春 :いびきがひどいと言われた患者が来院したら？口腔診療必携　金原出版　
192,2010

二藤隆春 , 溜箭紀子 , 後藤多嘉緒 : 耳鼻咽喉・頭頸部画像アトラス　喉頭良性腫瘍 
JOHNS　26 : 459-460,2010

畑　裕子 , 奥野妙子 , 松本　有 , 小嶋康隆 , 田中友佳子 , 山崎葉子 , 松本知英 :多剤
耐性緑膿菌　 JOHNS　26 : 1792-1976,2010

八木昌人 :花粉症ってどんな病気？ 逓信協会雑誌 1185 逓信協会　4 月 14 日 ,　2010

矢部多加夫 :自己通気の意義と指導法　JOHNS　26 : 1029-1032,2010

矢部多加夫 :小児科領域の上気道疾患に伴う呼吸困難とその対応． 日本耳鼻咽喉科医会
会報誌かがみ　40 : 111-118,2010

矢部多加夫 :平成 21 年度日耳鼻医事問題委員会ワークショップ及び全国会議報告．日本
耳鼻咽喉科学会東京都地方部会会報 63 日本耳鼻咽喉科医会　24-25,2010

山岨達也：高度難聴（補聴器,  人工内耳）　今日の治療指針 2011　 医学書院 1291-1292,2010

32.  
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　学 会 発 表

第25回西日本音声外科研究会 	 2010.01.09　大阪

　治療に難渋している熱傷後声帯瘢痕症例
　　二藤隆春，溜箭紀子，山岨達也

第５回「青空の会」、第４回「T.C. の会」	 2010.01.16　東京

　― 新しい手術、新しい補聴器 ―　
　トリーチャー・コリンズ症候群  ―  エイミーさん（アメリカ人）＆近藤さん（日本人）のご紹介
　　安達のどか

第 33回日本眼科手術学会総会 	 2010.01.22-24　東京

　教育セミナー「涙道手術の基本手技」２）鼻内視鏡の基本手技と鼻内所見のみかた
　　矢部多加夫

小児保健セミナー（埼玉県小児保健協会）	 2010.01.23　さいたま

　― 小児の保健・医療・福祉・教育 ― 新生児高度難聴の病態・検査・対応　
　　安達のどか

第 20回頭頸部外科学会　	 2010.01.28-29　東京

　LeFort I 型骨切りにより切除した鼻中隔癌の一例　
　　西村信一

平成 21年度日耳鼻医事問題委員会ワークショップおよび全国会議 	 2010.01.30　東京

　扁桃摘出術時口角副損傷予防　
　　矢部多加夫

第 33回日本嚥下医学会 	 2010.02.05-06　久留米

　筋萎縮性側索硬化症に対する誤嚥防止手術
　　二藤隆春，溜箭紀子，山岨達也
　下咽頭癌に対する手術治療・術後化学放射線療法により咽頭閉塞をきたした 1 症例
　　石田（上羽）瑠美，二藤隆春，長谷川直子，白石藍子，中尾一成

城南耳鼻咽喉科医会 	 2010.02.06　東京

　Trans-oral Surgery ；頭頸部癌治療の New Horizon & Beyond　
　　中尾一成

ARO	midwinter	meeting	 2010.2.6-10　アナハイム

　Axonal delay lines from bushy cells to the Medial Superior Olive: a reexamination

　　Karino S, Smith PH, Yin T C.H., Joris PX
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　Correlation of Individual Performance in Monaural and Binaural Temporal Detection Tasks

　　Ochi A, Yamasoba T, Furukawa S

　Vowel Perception of Cochlear Implant Users: Listening Vs. Lip Reading

　　Yamasoba T, Ogata E, Akamatsu Y, Ito K, Suzuki M, Kashio A.

　Round Window administration of TAT-FNK protein, a Bcl-xL derivative, immersed in gelatin

　sponge prevents aminoglycoside-induced cochlear damage.

　　Kashio A, Sakamoto T, Kondo K, Asoh S, Ohta S, Yamasoba T

第 14回日本集団災害医学会 	 2010.02.12-14　千葉

　聴覚障害災害時要援護者支援情報機器評価 ― 第二報 ―　
　　矢部多加夫，伊藤　篤，平松裕子

東京都耳鼻咽喉科医会講演会 	 2010.2.13　東京

　老人性難聴の予防
　　山岨達也

厚生省急性高度難聴研究班会議 	 2010.2.13　東京

　特発性感音難聴の診断基準改定について
　　山岨達也

第 10回日耳鼻東京都地方部会医療研究会 	 2010.02.13　東京

　平成 21 年度日耳鼻医事問題委員会ワークショップおよび全国会議報告　
　　矢部多加夫

第 21回聴力測定技術講習会 	 2010.02.18　東京	

　ABR と ASSR 
　　矢部多加夫

耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 	 2010.02.18-20　福井

　好酸球性副鼻腔炎に対するロイコトリエン受容体拮抗薬とステロイド点鼻併用療法の
　症状改善効果
　　近藤健二，鈴川佳吾，吉田　剛，馬場信太郎，金谷佳織，山岨達也

平成 21年度厚生労働科学研究・研究成果等普及啓蒙事業（感覚器障害研究事業）

　研究成果発表会（一般向け）「小児難聴に対する診断・治療の最前線」	 2010.2.20　東京

　小児難聴の診断
　　安達のどか
　小児の聴力改善手術。小耳症・外耳道閉鎖
　　山岨達也
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平成 21年度厚生労働科学研究・研究成果等普及啓蒙事業（感覚器障害研究事業）

研究成果発表会（一般向け）

小児難聴シンポジウム「言葉の発達が難しい小児難聴と向き合う」　	 2010.2.21 東京

　耳のつくりと聞こえと小児難聴　
　　安達のどか
　
千葉頭頸部腫瘍研究会 	 010.02.22　千葉

　鰓溝性嚢胞に発生したと考えられる扁平上皮癌とその近傍のリンパ節に甲状腺乳頭癌の
　転移を認めた１例
　　明石　健，林　隆一，藤井誠志，瓜生英興，宮崎眞和，海老原充

第 15回東大・慶大ジョイントカンファレンス 	 2010.2.25　東京	

　マウス鼻腔における NK 細胞の解析
　　岡田和也
　フォームラバー負荷重心動揺検査の末梢前庭障害に対する有用性
　　藤本千里

第 22回日本喉頭科学会 	 2010.03.4-5　下関 

　喉頭から頚部に連続する巨大神経鞘腫の 1 症例
　　石田瑠美，西村信一，二藤隆春
　成長後に診断された喉頭裂の一治験例
　　大貫裕香，二藤隆春，溜箭紀子，山岨達也
　当科における喉頭乳頭腫症例のヒトパピローマウイルス型と臨床特徴
　　溜箭紀子，二藤隆春，山岨達也，後藤多嘉緒，田山二朗
　ＣＴにて咽後膿瘍類似の所見を呈した川崎病の 1 例　　
　　佐々木徹，角田晃一
　声帯溝症　疫学・診断・治療の実態調査患者アンケートの集計
　　藤巻葉子，石本晋一，角田晃一
　喉頭サルコイドーシスの 2 症例
　　後藤多嘉緒，岸田櫻子，鈴木久美子，熊谷　謙，藤城芳徳，福岡久代，田山二朗
　当科における声門閉鎖術施行症例の臨床的検討
　　高野真吾，渡邉政之，山内彰人，西嶌大宣，木下　淳，齊藤祐毅，壁谷雅之，田山二朗

14th	International	Congress	on	Infectious	Disease	 2010.03.9-12　Miami

　The relation of the contraction period and the bacteria of the otorrhea of chronic otitis media 

　　Shinogami M, Iwamura H, Nakanishi W, Yamada C

　Study of the efficient treatment of the influenza [ S-OIV, A/H1N1]

　　Iwamura H, Nakanishi W, Yamada C, Shinogami M
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第 187 回日本耳鼻咽喉科学会東京都地方部会 	 2010.03.13　東京

　高齢者めまい症例、老人性平衡障害（Presbyastasis）に対する起立安定域テスト
　（クロステスト）の臨床的検討．
　　矢部多加夫，高井禎成，横田淳一，五島史行，田中敏明，伊福部達，野村泰之
　喉頭気管分離術後に“むせ”によるのみこみにくさを訴えた ALS の１例
　　野村務，二藤隆春，溜箭紀子，山岨達也
　診断に苦慮した顎下部ろう孔の一症例
　　木田　渉，木下　淳，菊田　周，中原はるか
　診断に苦慮した口腔、咽喉頭潰瘍病変初発の尋常性天疱瘡の二症例
　　菊田　周，中村祐子，木田　渉，木下　淳，中原はるか
　当初、悪性外耳道炎と診断した外耳道癌の一例
　　河村さやか，眞岩智道，加藤　央，藤野睦子，武田英彦，熊川孝三，
　　鈴木久美子，藤城芳徳，田山二朗
　舌骨上から頭蓋底に至る頸部刺創の一症例
　　後藤多嘉緒，岸田櫻子，鈴木久美子，熊谷　謙，藤城芳徳，福岡久代，田山二朗
　蝸牛神経形成不全と診断した小児一側聾の一例
　　小泉めぐみ，遠藤麻世，平野真希子，新正由紀子，北原伸郎
　耳介血腫に対するステロイド注入洗浄療法の試み
　　毛利博久，丹澤晴子，中島純子，大木雅文

第 3回本郷・湯島医学フォーラム　	 2010.3.19　東京

　回転刺激を用いた一側前庭動眼反射の選択的利得向上 正常ならびに
　一側迷路破壊術後のサルを用いて
　　牛尾宗貴
　アポトーシス抑制蛋白 PTD-FNK の内耳取り込みと蝸牛有毛細胞障害の予防 蛋白治療の
　可能性について
　　樫尾明憲
　
International	LISA	seminar	and	training	course	 2010.03.22-24　Adeled,	Australia

　The prevention of mouth corner injuries by using the anglewider on tonsillectomy

　　Shinogami M

BIOMAG2010	 2010.3.28 ～ 4.1　クロアチア

　Music syntactic processing in tonal and atonal melodies

　　Amemiya K, Yumoto M, Yamasoba T

第 31回東日本音声外科研究会 	 2010.04.10　東京

　加齢による声門閉鎖不全に対する音声自己訓練法による介入
　　角田晃一，藤巻葉子
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兵庫県耳鼻咽喉科医会講演会 	 2010.4.11　神戸

　老人性難聴の進行は予防できるか？発症機序から見た戦略
　　山岨達也

第 8回山梨めまい・難聴耳鳴研究会 	 2010.4.15　甲府

　老人性難聴の予防戦略
　　山岨達也
　
American	Head	and	Neck	Society	2010	annual	meeting	 2010.04.28-29　LasVegas

　Retropharyngeal node metastasis after organ-preservation surgery for hypopharyngeal squamous cell 

　carcinoma

　　Nakao K, Kobayashi K, Hasegawa N, Shiraishi A, Asakage T, Yamasoba T

第 10回東京大学生命科学シンポジウム 	 2010.05.1　東京	

　左右の耳からの情報を統合して得られる脳磁場活動 
　　狩野章太郎，湯本真人，伊藤憲治，山岨達也

第 111 回日本耳鼻咽喉科学会 	 2010.05.20-22　仙台

　内側上オリーブ核への求心性神経支配（両耳間時間差を検出するために）　
　　狩野章太郎
　花粉症における呼気中一酸化窒素測定に関する研究 ( 喘息予防の早期介入として ) 
　　善浪弘善，仲田拡人，高久洋太郎，中込一之，篠上雅信，加瀬康弘
　温度刺激検査正常で前庭誘発頸筋電位検査（ＶＥＭＰ）が異常を呈した症例の検討
　−多施設後ろ向き研究−
　　岩﨑真一，水野正浩，伊藤彰紀，伊藤　健，千原康裕，牛尾宗貴，
　　藤本千里，山岨達也，室伏利久
　ＩｇＧ４高値を認めなかった自己免疫膵炎を伴うミクリッツ病の一症例
　　岩村　均，中西わか子，山田智佳子，篠上雅信
　回転刺激を用いた一側前提動眼反射の選択的利得向上
　−正常ならびに一側迷路破壊術後のサルを用いて−　
　　牛尾宗貴
　マウス嗅上皮傷害後の再生過程における嗅神経の嗅球への軸索再投射 :
　加齢による変化の検討
　　鈴川佳吾，近藤健二，金谷佳織，坂本幸士，山岨達也
　全身性強皮症患者の嚥下障害についての検討
　　溜箭紀子，二藤隆春，山岨達也
　先天性の嗅覚障害と高度難聴を伴う CHARGE 症候群の成人女性の 1 例
　　安達のどか，浅沼　聡，坂田英明，加我君孝
　外傷性外リンパ瘻 5 症例の所見・経過について
　　中原はるか，木下　淳，木田　渉，菊田　周，馬場信太郎
　先天性真珠腫における内視鏡の役割　
　　奥野妙子，井之口豪，馬場美雪，畑　裕子，栗田宣彦
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　シスプラチン内包高分子ミセルによる内耳障害軽減効果
　　馬場美雪，松本　有，Cabral Horacio，西山伸宏，片岡一則，山岨達也
　声帯評価における市販のハイスピードカメラの臨床応用
　　藤巻葉子，宮島千枝，石本晋一，角田晃一，関本荘太郎，伊藤憲治，角田篤信，
　　牧山　清，山岨達也
　脳の内部状態に依存しないラット嗅皮質ニューロン
　　菊田　周，柏谷英樹，角田晃一，山岨達也，森　憲作
　高周波手術装置を用いた頸部郭清術
　　朝蔭孝宏，蝦原康宏，安藤瑞生，吉田昌史，山岨達也
　錐体尖部コレステリン肉芽腫の 1 例
　　清水裕也，樫尾明憲，柿木章伸，山岨達也
　当院における中咽頭前壁癌手術症例の臨床的検討
　　明石　健，林　隆一，瓜生英興，篠﨑　剛，大幸宏幸，宮崎眞和，海老原充
　市中基幹病院における耳科診療の現状、問題点
　　矢部多加夫，村上信吾，角田篤信，喜多村健
　難聴を伴った骨パジェット病の一例
　　眞岩智道，三澤　建，河村さやか，加藤　央，藤野睦子，武田英彦，熊川孝三
　信州大学耳鼻咽喉科，虎の門病院耳鼻咽喉科，宮崎大学耳鼻咽喉科
　岡山大学耳鼻咽喉科先進医療（先天性難聴の遺伝子診断）の現況
　　宇佐美真一，熊川孝三，東野哲也，福島邦博
　本邦における埋め込み型骨導補聴器（Bone-Anchored Hearing Aid: BAHA）治験　
　−皮膚反応評価，有害事象，不具合，中止・脱落のまとめ−
　　熊川孝三，福田　諭，小林俊光，喜多村 健，東野哲也，宇佐美 真一，土井勝美
　　西﨑 和則，暁　清文，岩崎　聡
　本邦における埋め込み型骨導補聴器（Bone-Anchored Hearing Aid: BAHA）
　―外耳道閉鎖症例のまとめ―
　　福島邦博，假谷　伸，長安吏江，福田　諭，小林俊光，喜多村　健，熊川孝三
　　宇佐美真一，岩崎　聡，土井勝美，暁　清文，東野哲也，西﨑和則
　飲水中の水素がノイズ誘発性一過性閾値変動を減弱する
　(Hydrogen in drinking water attenuates noise-induced temporary threshold shifts)
　　林　穎，樫尾明憲，山岨達也
　異なる聴力経過を示した Cogan 症候群の 2 症例
　　牧角祥美，岩﨑真一，安井拓也，坂本幸士，樫尾明憲，山岨達也
　加齢による新しい脳梗塞危険因子、耳鼻咽喉科検診による内頸動脈走行異常と脳梗塞の
　関係の班研究より
　　角田晃一，沼田　勉，橋本　省，黒田浩之，中原はるか，瀬成田雅光
　　小室　哲，辻　純
　　石井豊太，緒方憲久，山本智矢，内藤理恵，石本晋一，矢部多加夫
　　佐々木　徹，近藤健二
　　角田篤信，増田佳奈子，徳丸　裕，竹腰英樹
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第１回低侵襲咽頭．扁桃．鼻科手術研究会 ( ＬＩＳＡ )	 2010.05.22　仙台

　扁桃摘出術におけるアングルワイダーを使用した副損傷予防 
　　篠上雅信
　コブレータ扁摘の注意点 
　　竹内　啓

第 59回高分子年次大会 	 2010.05.26-28　横浜

　ABC 型トリブロック共重合体を用いた光応答性遺伝子ベクターの開発
　　野本貴大，福島重人，熊谷康顕，宮田完二郎，松本　有，アンワーアルニダ，
　　堀江壮太，張　祐銅，西山伸宏，片岡一則
　細胞内環境に応答する白金錯体制がん剤内包高分子ミセルの創製
　　西山伸宏，村上真美，カブラルオラシオ，松本　有，片岡一則

第 33回顔面神経研究会 	 2010.5.27 ～ 28　福岡

　小児顔面神経麻痺症例の検討
　　馬場信太郎，金谷佳織，近藤健二，戸島均，山岨達也

6th	UT-SNU	joint	conference	

　( 東京大学ーソウル大学医学部ジョイントカンファレンス )		 2010.5.28　ソウル

　Putative molecular mechanisms of age-related hearing loss in mice
　　Yamasoba T

遺伝子・デリバリー研究会第 10回シンポジウム 	 2010.06.2-3　札幌

　表層を PEG 化した光応答性三元系遺伝子ベクターの開発
　　野本貴大，福島重人，熊谷康顕，宮田完二郎，松本　有，アンワーアルニダ，
　　堀江壮太，張祐銅，西山伸宏，片岡一則

自治医科大学病院大宮医療センタ－特別講義 	 2010.06.03　さいたま

　めまい平衡障害の診療 
　　矢部多加夫

10th	International	Congress	of	the	European	Society	of	the	Pediatric	Otorhinolaryngology

2010.06.5-8　Pamplona,Spain

　Examination of the allergic sensitization in the infant patient having only a nasal inflammation symptom 

　　Shinogami M, Iwamura H, Nakanishi N, Yamada C　

　Succesfful control of recurrent nasal bleeding by CO2 laser therapy in two cases of von willebrand disease 

　　Iwamura H, Nakanishi W, Yamada C, Shinogami M

東京アンチエイジングセミナー 	 2010.6.5　東京

　嗅覚の再生と老化
　　鈴川佳吾
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第 1回日本頭頸部癌学会教育セミナー 	 2010.6.9　東京

　手術手技　−切開，止血，縫合−
　　朝蔭孝宏

第 34回日本頭頸部癌学会 	 2010.06.9-11　東京

　頭頸部癌における TP53、EGFR 遺伝子異常の解析
　　蝦原康宏，岩井美和子，安藤瑞生，吉田昌史，朝蔭孝宏，山岨達也，村上善則
　鼻副鼻腔転移をきたした腎細胞癌の１例
　　岩城弘尚，吉田昌史，蝦原康宏，安藤瑞生，朝蔭孝宏，山岨達也
　上咽頭癌局所再発に対し化学療法単独で長期制御をなし得た１例  　
　　小林謙也，中尾一成，岸下定弘，白石藍子，物部寛子
　WEERDA 拡張式ビデオ喉頭鏡の下咽頭再建手術への応用 
　　中尾一成，物部寛子，白石藍子，小林謙也，岸下定弘
　当センターにおける口腔癌下顎区域切除例の臨床的検討
　　小村　豪，松村聡子，高城文彦，盛田　恵，嶋村由美子，安部貴大，中平光彦，
　　廣川詠子，横川秀樹，菅澤　正，中塚貴志
　慢性腎臓病患者に対する頭頸部癌周術期合併症の検討
　　安藤瑞生，吉田昌史，蝦原康宏，朝蔭孝宏，山岨達也
　下咽頭がんおよび声門上がんに対する頸部郭清術の術式均一化に関する研究（第一報）
　　朝蔭孝宏
　Le Fort Ⅰ型骨切りにより切除を行った上咽頭腺様嚢胞癌の 1 例
　　吉田昌史，安藤瑞生，蝦原康宏，朝蔭孝宏，山岨達也，岸本誠司
　中咽頭滑膜肉腫の 1 例
　　宮野一樹，物部寛子，菊地文史，中村卓郎，戸島　均

第 16回世界気管・気管食道科学会議（WCB,WCBE）　　　　　 2010.06.13-16　ブタペスト

　Surgical closure of the Larynx with removal of cricoid cartilage for severe dysphagia and 

　aspiration pneumonia

　　Nito T, Tamaruya N, Yamasoba T, Kano M

　A case of uncommon laryngeal schwanoma with extralaryngeal extension

　　Ueha RI, Nishimura S, Nito T

4th	World	Congress	of	International	Federation	of	Head	and	Neck	Oncologic	Societies　

2010.06.15-19　SEOUL

　Clinical analysis of squamous cell carcinoma of anterior wall of oropharynx treated by surgery

　　Akashi K, Hayashi R, Uryu H, Shinozaki T, Daiko H, Miyazaki M, Ebihara M

　Larynx-preserving treatment by chemoradiotherapy for hypopharyngeal cancer

　　Asakage T, Ebihara Y, Ando M, Yoshida M, Terahara A

第４回Consensus	in	audiology	implants	 2010.6.16-21　Parma,Italy

　Linguistic issues in candidacy criteria of electric acoustic stimulation method

　　Kumakawa K, Takeda H, Iba M, Kumagai F, Ohta M, Tateno M
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　Comparison of round window and cochleostomy approaches for hearing preservation: 

　An analysis using computational structures technology 

　　Kumakawa K , Miyazaki H, Sakamoto C, Koike T

第 26回 DDS学会学術集会 	 2010.06.17　大阪

　高分子を基盤とする遺伝子キャリアのシリカコーティングとその機能評価
　　宮田完二郎，大庭　誠，松本　有，野本貴大，西山伸宏，片岡一則
　高分子ミセルを利用した細胞内薬物分布の時空間制御に基づく耐性がんの克服
　　西山伸宏，村上真美，カブラルオラシオ，松本　有，片岡一則

29th	ISIAN	 2010.06.20-24　Geneva

　Analysis of fractional exhaled nitric oxide (FENO) during the pollen season in allergic rhinitis
　　Nakanishi W, Shinogami M, Iwamura H, Yoshinami H, Kase Y, Nagata M, Yamasoba T

第 46回日本小児放射線学会 	 2010.06.25-26　栃木

　聴覚異常で発症した先天性 CMV 感染症の頭部 MR 所見
　　小熊栄二，野澤久美子，佐藤裕美，大石　勉，田中理砂，高野忠将，
　　本間なずな，浅沼　聡，安達のどか

第 11回日本言語聴覚学会 	 2010.06.26-27　さいたま

　ランチョンセミナー「嚥下障害の外科的治療　−その適応とタイミング−」　
　　二藤隆春
　嚥下造影検査により経口摂取が可能と判断したにもかかわらず誤嚥性肺炎を
　発症した 2 例の検討
　　兼岡麻子，二藤隆春，溜箭紀子，松山順太郎，荒尾敏弘，芳賀信彦

第 5回日本小児耳鼻咽喉科学会 	 2010.06.26-27　札幌

　周期性発熱でＰＦＡＰＡ症候群と診断後、扁桃摘出術を施行し軽快した症例
　― PFAPA 症候群の診断と治療 ―
　　石田瑠美，西村信一，上原貴博
　マイトマイシン C を使用した小児声門下狭窄の治療経験
　　溜箭紀子，二藤隆春，安達のどか，浅沼　聡，坂田英明，山岨達也
　小児急性喉頭蓋炎の過去 17 年の検討　挿管 or 保存療法？　
　埼玉県立小児医療センターでの 19 例
　　安達のどか，浅沼　聡，大石　勉，坂田英明，二藤隆春
　ASSR,ABR を同日施行した症例の検討 
　　浅沼　聡，安達のどか，横田　進，坂田英明
　当科における GJB2 遺伝子変異に伴う高度難聴小児例に対する人工内耳の検討
　　樫尾明憲，赤松裕介，尾形エリカ，安達のどか，安井拓也，坂田英明
　　柿木章伸，岩﨑真一，山岨達也
　当科人工内耳小児例における術前の補聴器装用状況
　　赤松裕介，尾形エリカ，樫尾明憲，安井拓也，柿木章伸，岩﨑真一，山岨達也
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11th	 International	Conference	on	Cochlear	 Implants	and	Other	 Implantable	Auditory	

Technologies		 2010.6.30 ～ 7.3　ストックホルム

　Environmental sound processing in adult and pediatric cochlear implant users 

　　Ogata E, Akamatsu Y, Yamasoba T

第 35回日本睡眠学会	 2010.07.1-2　名古屋

　閉塞性睡眠時無呼吸症候群小児の治療における顎顔面形態分析および
　気道形態分析の有効性　　
　　佐藤妃枝子，白川哲夫，新国七生子，坂田英明，浅沼　聡，安達のどか

第 4回聴覚アンチエイジング研究会	 2010.7.2　東京

　培養液への水素添加による蝸牛活性酸素の除去
　　吉川弥生

第 72回耳鼻咽喉科臨床学会学術講演会	 2010.07.2-3　倉敷

　咽後膿瘍が疑われた石灰沈着性頸長筋腱炎の２例 
　　井上雄太，石田瑠美，西村信一　
　気管内肉芽・慢性誤嚥に対して半導体レーザーによる肉芽焼灼と声門閉鎖術を施行した重
　症身障児の一例
　　石田瑠美，井上雄太，西村信一
　外耳道腫瘤を併発した側頭骨腫瘍の１症例 
　　岩村　均，篠上雅信
　木村氏病の 3 症例 
　　木下　淳，木田　渉，高野真吾，齊藤祐毅，菊田　周，壁谷雅之，中原はるか
　塩酸ミノサイクリン長期投与にて鼓膜色素沈着を生じた１症例
　　毛利博久，丹沢晴子，中嶋純子，大木雅文
　自律神経機能亢進の関与が疑われた進行性顔面片側萎縮症 (Parry-Romber 症候群 ) の１例
　　物部寛子， 宮野一樹， 戸島　均
　側頭筋内に発生した悪性黒色腫の 1 例
　　宮野一樹，物部寛子，戸島　均
　当科における眩暈患者に対する半夏白朮天麻湯の使用経験 
　　高井禎成，矢部多加夫
　コブレータを用いた口蓋扁桃摘出術の術後経過と問題点
　　竹内　啓，原　誠

第 189 回日本耳鼻咽喉科学会東京都地方部会	 		2010.07.10　東京

　急性中耳炎に続発した内耳炎症例の検討
　　木田　渉，木下　淳，中原はるか
　一癌の存在が他癌を隠蔽した頭頸部同時重複癌の一例
　　岸下定弘，中尾一成，小林謙也，白石藍子，物部寛子
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　気管穿孔と嚥下障害により長期入院を必要とした下降性縦隔膿瘍の１例
　　鈴川佳吾，二藤隆春，近藤健二，野村　務，山岨達也
　側頭骨転移病変を契機に発見された肺腺癌の 1 例
　　和田　翠，樫尾明憲，狩野章太郎，坂本幸士，柿木章伸，岩﨑真一，山岨達也
　耳鼻咽喉科における川崎病症例の検討
　　丹澤晴子，中嶋純子，毛利博久，大木雅文
　鼻内視鏡下下垂体手術における超音波画像（ultrasonography:US）使用の試み
　　太田　康，山田智佳子，坂田阿希，石川真美，加持春菜，草鹿　元，
　　篠田宗次，飯野ゆき子

第 22回日本頭蓋底外科学会	 2010.07.15-16　久留米

　眼窩悪性腫瘍に対する頭蓋底手術症例の臨床的検討
　　朝蔭孝宏，川合謙介，斉藤延人，飯田拓也，光嶋　勲，菅澤　正，川原信隆

第１回 one	airway	one	disease	研究会	 　2010.07.20　東京

　スギ花粉症の下気道に対する影響の検討　―呼吸機能と呼気ＮＯ濃度を用いて―
　　中西わか子

宮崎県地方部会	 2010.7.22　宮崎

　老人性難聴の発症機序と予防
　　山岨達也

第 39回医用高分子シンポジウム	 2010.07.26　東京大学先端科学技術研究センター

　ポリイオンコンプレックスのシリカコーティングと遺伝子デリバリーへの応用
　　宮田完二郎，大庭　誠，松本　有，野本貴大，片岡一則

26th	Barany	Society	Meeting	 2010.08.18-21　Reykjavik

　Clinical investigation of presbyastasis patients using the cross test.

　　Yabe T, Takai Y, Yokota J, Goto F, Tanaka T, Ifukube T, Nomura Y, Yabe R

　Head-tilt thermal test in patients with unilateral vestibular disorders

　　Ohki M, Murofushi T

　Clinical Characteristics of Inferior Vestibular Neuritis

　　Chihara Y, Iwasaki S, Murofushi T, Yagi M, Inoue A, Fujimoto C, Egami N, 

　　Ushio M, Karino S, Sugasawa K, Yamasoba T

　Assessment  of postural stability using a foam posturography in idiopathic bilateral vestibulopathy.

　　Fujimoto C, Murofushi T, Chihara Y, Ushio M, SuzukiM, Yamasoba T, Iwasaki S

　Ocular vestibular evoked myogenic potentials to air-conducted sound and bone-conducted vibreation in 

　superior vestibular neuritis

　　Iwasaki S, Ian S Curthoys, Chihara Y, Ushio M, Leigh McGarvie, Ann M Burgess, Yamasoba T
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240th	ACS	National	Meeting	 2010.08.22　Boston

　Development of advanced polymer-based nanodevices for nucleic acids delivery

　　Miyata K, Nomoto T, Takemoto H, Kim HJ, Matsumoto Y, Oba M, Nishiyama N, Kataoka K

Colegium	ORLAS	 2010.8.22-25　ブタペスト

　Long-term impairment of auditory functions in patients with MIDD associated with A3243G mutation

　　Yamasoba T, Ito K, Sakamoto T, Kashio A, Iwasaki S, Oka Y, Tsukuda K

The	Third	International	NanoBio	Conference	 2010.08.24-27　Zurich,	Switzerland

　Performance of Cell Surface Targeted Cross-linked Micelles for siRNA Delivery

　　Christe RJ, Matsumoto Y, Nomoto T, Fukushima S, Miyata K, Nishiyama N, Kataoka K

　Enhanced Antitumor Activity of Proteasome Inhibitor MG132-loaded Polymeric Micelle Drug Carriers, 

　Analyzed by In Vivo Real-Time Confocal Microangiography 

　　Matsumoto Y, Matsumoto Y, Miyamoto Y, Cabral H, Nishiyama N, Nakagawa S, Yano T, 

　　Taketani Y, Kataoka K

　Intravital Real-Time Confocal Microangiography 

　　Matsumoto Y, Nomoto T, Cabral H, Miyata K, Oba M, Christie RJ, Watanabe S, Matsumoto Y, 

　　Ogura T, Yamasaki Y, Nishiyama N, Yamasoba T, Kataoka K

第 49回日本鼻科学会	 2010.08.26-28　札幌

　スギ花粉症の下気道に対する影響の検討　―呼吸機能と呼気ＮＯ濃度を用いて―
　　中西わか子，篠上雅信　岩村　均，山田智佳子，善浪弘善，加瀬康弘，山岨達也
　ラット嗅皮質ニューロンの応答特性に基づいた細胞形態の観察
　　菊田　周，柏谷英樹，角田晃一，山岨達也，森　憲作
　術後性上顎嚢胞内容物の CT 値に関して 
　　吉田　剛，金谷佳織，馬場信太郎，鈴川佳吾，近藤健二，山岨達也
　加齢に伴う嗅神経上皮の細胞動態の変化　細胞新生，神経分化，細胞死の解析
　　近藤健二
　嗅粘膜におけるライソゾームの分布に関する免疫組織学的検討 
　　近藤健二，金谷佳織，鈴川佳吾，坂本幸士，山岨達也
　嗅上皮傷害モデルマウスにおける嗅上皮再生に及ぼす加齢の影響  〜行動実験による比較〜
　　鈴川佳吾，近藤健二，金谷佳織，坂本幸士，山岨達也
　Poly(I:C) 経鼻投与により惹起されるマウス嗅粘膜の免疫応答と嗅神経上皮の変性，再生
　　金谷佳織

感染症研究会	 2010.09.3-4　名古屋

　耳漏停止に手術が寄与したと考えられる 2 症例
　　畑　裕子，馬場美雪，井之口豪，栗田宣彦，奥野妙子
 
港区耳鼻咽喉科医会講演会	 2010.09.08　東京

　鼓室形成術−最近の話題を交えて−
　　矢部多加夫
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遺伝子・デリバリー研究会第 10回夏期セミナー	 2010.09.1　大津

　Intravital confocal microscopy による DDS 追跡 

　　松本　有（招待講演）

日本神経科学大会	 2010.09.2-4　神戸

　Anterior Olfactory Nucleus Pars Externa Neurons Detect the Difference in the Concentration of 　　

　Odorants between Ipsi-nostril and Contra-nostril Inputs 

　　Kikuta S, Sato K, Kashiwadani H, Yamasoba T, Mori K

第 16回日本摂食嚥下リハビリテーション学会	 2010.09.3-4　新潟

　外耳道癌に対する側頭骨亜全摘出手術後に嚥下障害をきたした 4 例
　　兼岡麻子，二藤隆春，溜箭紀子，朝蔭孝宏，前野　崇，芳賀信彦

VOICE2010	 2010.09.6-9　ソウル

　Comparison of Voice between Adolescents and Elderly People with Acoustic Analysis and

　High-speed Laryngoscopy

　　Yamauchi A, Imagawa H, Goto T, Otsuka M, Yokonishi H, Sakakibara K, Tayama N

味とにおい学会	 2010.09.8-10　北九州	

　加齢に伴う嗅神経上皮の細胞動態の変化：細胞新生・神経分化・細胞死の解析 
　　近藤健二，鈴川佳吾，坂本幸士，金谷佳織，渡辺健太，牛尾宗貴，丹生健一，山岨達也 

第 104 回小児疾患集談会	 2010.09.10　さいたま

　小児の気管切開と発声 
　　今井直子，安達のどか，浅沼　聡，坂田英明

Phonosurger	symposium	in	Kyoto	 　2010.09.11　京都

　Fascia implant for sulcus 

　　角田晃一

第 10回那須頭頚部ワークショップ	 2010.09.11　栃木

　基調講演　
　扁桃摘出術　どういう手技を薦めるか “コブレータを用いた口蓋扁桃摘出術について”
　　竹内　啓

第 13回日韓耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会	 2010.09.9-11　ソウル

　Two Cases of Cervical Esophagus Stenosis

　　Tamaruya N, Nito T, Goto T, Yamasoba T

　Symposium: Geriatric Dizziness

　　Iwasaki S
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第 59回高分子討論会	 2010.09.15　札幌	

　シリカ被覆ポリイオンコンプレックスの調製と核酸デリバリーへの展開 
　　宮田完二郎，武元宏泰，野本貴大，松本　有，大庭　誠，西山伸宏，片岡一則

第 23回日本口腔・咽頭科学会	 2010.09.16-17　東京

　扁桃摘出術時口角口唇損傷予防を目的としたアングルワイダーの使用経験． 
　　矢部多加夫，望月義也

The	15th	Anniversary	Symposium	in	Audiological	Medicine	(IAPA)	

	 2010.09.19-22　Krakow,	Poland

　Carhart’s  notch, a 2-kHz bone conduction threshold dip, is not a definitive predictor of stapes fixation 

　in conductive hearing loss accompanied with a normal eardrum.

　　Ito K, Kashio A, Yamasoba T

旭川耳鼻咽喉科研究会	 2010.9.25　旭川

　老人性難聴の発症機序の解明
　　山岨達也

第 1回城南　感染症ワークショップ	 2010.09.25　東京	

　感染性上気道疾患に対する保存治療の拡大について 
　　中尾一成

第 20回日本耳科学会総会	 　2010.10.07-09　松山

　初回手術の問題点をさぐる - 鼓室形成術再手術例から 
　　奥野妙子，畑　裕子，馬場美雪，松本　有，小嶋康隆，田中友佳子
　緊張部型真珠腫とアブミ骨病変 
　　田中友佳子，奥野妙子，畑　裕子，小嶋康隆，松本　有
　先天性真珠腫の統計 
　　小嶋康隆，奥野妙子，田中友佳子，松本　有，畑　裕子，井之口豪
　人工内耳装用効果不良であった細菌性髄膜炎後高度難聴症例 
　　竹内成夫，樫尾明憲，柿木章伸，山岨達也
　乳突洞開放型術後耳に対する外耳道再建型鼓室形成術（全中耳再建術）における
　有茎組織弁作成の実際
　　矢部多加夫，平石光俊，小山京子，高井禎成，井上雄太
　ハイスピードムービー撮影による鼓膜の観察　　　
　　石本晋一，藤巻葉子，岡田和也，角田晃一
　人工内耳術後顔面神経刺激をきたし、反対側に再埋め込み術を施行した２症例
　　大多和優里，武田英彦，加藤　央，熊川孝三
　神経線維腫症第 2 型における人工内耳と聴性脳幹インプラント治療の比較
　　加藤　央，大多和優里，鈴木久美子，武田英彦，熊川孝三
　優性遺伝形式をとる遺伝性難聴に関する実態調査と臨床象
　　内藤武彦，宇佐美真一，熊川孝三
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　新コンセプトに基づき設計された聴覚デバイスとその可能性
　　稲岡孝敏，中川隆之，坂本達則，平海晴一，熊川孝三，内藤　泰，和田　仁，伊藤壽一
　先天性一側高度難聴例の CT 画像所見について
　　樫尾明憲，安井拓也，狩野章太郎，坂本幸士，柿木章伸，岩﨑真一，山岨達也
　培養前庭神経節細胞の発火特性を決定する K+ チャネルの発達変化
　　岩﨑真一，千原康裕，山岨達也
　穿通枝皮弁を用いた外耳道鼓室形成術
　　山岨達也，坂本幸士，樫尾明憲，狩野章太郎
　鼓膜穿孔をきたした外耳道鼓膜炎の 1 症例　
　　畑　裕子，奥野妙子，江連陽子 

第 55回日本音声言語医学会総会・学術講演会	 2010.10.14-15　東京

　会長講演
　「人工内耳を装用した先天性高度感音難聴小児例の聴覚・言語力の発達をめぐる諸問題」　
　　山岨達也
　シンポジウム「脳血管障害による嚥下障害への対応−耳鼻咽喉科医の立場から−」
　　二藤隆春 
　シンポジウムⅠ言語の生物学的基礎のために : 誘発電位および認知関連電位による
　聴覚認知の発達
　　狩野章太郎 
　声帯溝症の疫学 ･ 診断 ･ 治療の実態調査
　　藤巻葉子，角田晃一，山岨達也，田山二郎，牧山　清，室伏利久，角田篤信，
　　新美成二，徳丸　裕，石本普一，内藤理恵，佐々木徹，加納　慈，大島　清，熊田政信，
　　西山耕一郎，三枝英人，二藤隆春，徳丸貴史，高橋直人，平井良治，三枝華子，熊谷　譲，
　　後藤多嘉緒．
　混合性喉頭麻痺手術例に対する臨床検討
　　山内彰人 , 後藤多嘉緒， 高野真吾， 田山二朗 
　声帯 Mucosal Bridge の一症例
　　後藤多嘉緒，高野真吾，田山二朗 
　認知代償−若年視覚障害者の方向感検査について− 
　　矢部多加夫
　喉頭気管分離・気管食道吻合術後の声帯発声について
　　内藤理恵，内藤　玲，横西久幸 
　小児気管切開児の音声獲得状況　スピーチバルブの使用状況を主に 
　　長谷川直子，安達のどか，浅沼　聡，村井ふみ，坂田英明，二藤隆春，山岨達也
　ステレオ側視鏡像の高速度デジタル撮影による声門面積時間関数実測の試み 
　　今川　博，榊原健一，徳田　功，大塚満美子，二藤隆春，山岨達也，田山二朗
　声門閉鎖不全に伴う問題点と経済的対策
　　角田晃一
　加齢による声門閉鎖不全に対する音声自己訓練体操による介入 
　　角田晃一
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　当科における MAIS・MUSS 評価の作成
　　尾形エリカ，赤松裕介，山岨達也
　当科における声帯溝症例の臨床的検討
　　高野真吾，後藤多嘉緒，山内彰人，田山二朗
　外傷を契機に発症した混合性喉頭麻痺の１例
　　小泉めぐみ，北原伸郎，鈴木康司

甲状腺外科学会	 2010.10.14-15　倉敷

　自然経過により改善した皮膚瘻孔を伴った腺腫様甲状腺腫の 1 例
　　中屋宗雄，大貫裕香，籠谷領二，渡辺健太，阿部和也

第 106 回埼玉地方部会	 2010.10.17　さいたま

　総頸動脈及び内頸静脈再建を必要とした進行甲状腺乳頭癌の１例
　　小村　豪，高城　文彦，盛田　恵，中平　光彦，菅澤　正

The	3rd	Congress	of	the	European	Academy	of	Paediatric	Societies	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　						2010.10.23-26　Copenhagen,	Denmark

　A diagnostic device for oral and pharyngeal examinations of children - Holding Scope for the 

　Oral and   Pharyngeal Cavities

　　Sasaki T, Tsunoda T, Taniguchi Y

第 48回癌治療学会	 2010.10.28-29　京都 
　下咽頭癌新鮮例に対する Docetaxel,Cisplatin,5FU(TPF) 三剤併用化学療法の検討
　　小村　豪，高城文彦，盛田　恵，中平光彦，菅澤　正 
　シンポジウム　頭頸部がんにおける頸部郭清術の標準化を目指して 
　　朝蔭孝宏，斉川雅久，岸本誠司   
　舌がん・下咽頭がんの頸部郭清術の標準化   
　　朝蔭孝宏，斉川雅久，岸本誠司

第 62回日本気管食道科学会	 2010.11.4-5　別府	

　水痘帯状疱疹ウイルスによる声帯麻痺の 5 症例
　　牧角祥美，二藤隆春，溜箭紀子，田山二朗
　局所進行甲状腺未分化癌に準緊急的に拡大切除を行った２症例
　　小村　豪，高城文彦，盛田　恵，中平光彦，菅澤　正
　咽頭食道憩室切除後に再発を来たした 1 例
　　永井真帆，牧角祥美，溜箭紀子，二藤隆春
　小児睡眠時呼吸障害と当院の扁桃摘出術・アデノイド切除術について
　　市川朝也，籠谷領二
　当科で施行した嚥下機能改善手術・誤嚥防止手術症例の臨床的検討
　　高野真吾，後藤多嘉緒，岸田櫻子，熊谷　譲，福岡久代，田山二朗



−  115  −

菊友会学術講演会	 2010.11.6　東京

　小児人工内耳に対する当科の取り組み
　　山岨達也

The	8th	Asia	Pacific	Congress	of	Allergy,	Asthma	and	Clinical	Immunology	

	 2010.11.6-9　Singapore

　Exhaled nitric oxide and airway function in seasonal allergic rhinitis

　　Shinogami M,  Nakanishi W, Iwaki H, Yoshinami H, Kase Y

　Examination of the allergic sentization in children in Tokyo

　　Iwamura H, Nakanishi W, Iwaki H, Shinogami M,

第 55回聴覚医学会	 2010.11.11-12　奈良

　残存聴力の保存を目指す人工内耳電極埋め込み術：ヒト蝸牛モデルを用いた
　基底板振動シミュレーション　　
　　熊川孝三，武田英彦，射場　恵，熊谷文愛，小池卓二
　同時マスキングを利用した音声処理方式 MP300 を用いて聴取能を評価した人工内耳一症例
　　射場　恵，熊谷文愛，加藤　央，鈴木久美子，武田英彦，熊川孝三
　田中の言語発達障碍児検査法 ( 改訂版 ) でみた小学校に在籍する
　人工内耳装用児のコミュニケーション能力について
　　吉田有子，田中美鄕，芦野聡子，小山由美，針谷しげ子，熊川孝三，
　　武田英彦，浅野公子
　難聴の程度を異にする双生児の早期療育支援経験
　　小山由美，田中美鄕，芦野聡子，吉田有子，針谷しげ子，熊川孝三，浅野公子
　人工内耳装用小児の聴性行動と音声発話行動評価
　　赤松裕介，尾形エリカ，樫尾明憲，安井拓也，狩野章太郎，柿木章伸
　　山岨達也，廣田栄子  

6th	International	symposium	on	Meniere’s	disease	and	Inner	ear	disorders.	

	 2010.11.14-17　Kyoto

　Symposium:　Molecular mechanisms of ARHL in mice：Toward its prevention in human

　　Yamasoba T, Someya S, Kashio A, Kondo K, Tanokura M

　Acute low tone hearing loss (ALHL) as a precursor lesion of Meniere’s disease ? Clinical study of 　

　nystagmus findings in patients with ALHL by infrared CCD camera.

　　Yabe T, Yabe R 

　Development of Bionic Sensory Epithelium.

　　Inaoka T, Nakagawa T, Shintaku H, Kawano S, Wada H, Hamanishi S, Yasuhiko T, Kumakawa K, 　

　　Naito Y, Ito J. 

　Predictive factors for the progression from unilateral to bilateral Meniere’s  disease

　　Ushio M, Iwasaki S, Murofushi T, Egami N, Chihara Y, Fujimoto C, Sugasawa K, Yamasoba T

　Generation and Reduction of Reactive Oxygen Species in the Cochlea.

　　Kikkawa YS, Nakagawa T, Horie RT, Taniguchi M, Lin Y, Matsumoto Y, Yamasoba T, Ito J
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ニコンイメージングラボ開設 1周年記念シンポジウム	 2010.11.15　東京

　高速共焦点顕微鏡システムを用いたリアルタイム生体内観察
　　松本　有（招待講演）

第 188 回日本耳鼻咽喉科学会東京都地方部会例会	 2010.11.17　東京

　脳底型片頭痛めまい症に移行した小児良性発作性めまい症例．
　　井上雄太，矢部多加夫，小山京子，蓮荷博樹，高井禎成
　最近経験した扁桃周囲膿瘍症例
　　林　崇弘，福岡　修，千原康裕，西嶌大宣，八木昌人
　低出力炭酸ガスレーザーで制御できたオスラー病の一症例．
　　望月義也，望月哲也，矢部多加夫，小山京子，井上雄太，高井禎成

第 69回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会	 2010.11.17-19　京都

　一側前庭機能障害患者での頭傾け温度検査の回旋成分について
　　大木雅文，室伏利久
　パーキンソン症候群の鑑別診断における神経耳科学的所見の有用性 
　　内藤理恵，藤本千里，菅沢恵子
　第一世代抗ヒスタミン薬が重心動揺に与える影響−若年成人による検討−
　　千原康裕，八木昌人，岩﨑真一
　温度刺激検査で一側異常を呈し、cVEMP で対側異常を呈した
　両側末梢前庭機能障害例の検討
　　藤本千里，室伏利久，千原康裕，牛尾宗貴，山岨達也，岩﨑真一 
　老人性平衡障害（Presbyastasis）症例の臨床的検討（４）
　−起立安定域テストによる評価− 
　　矢部多加夫，高井禎成，横田淳一，五島史行，伊福部達，野村泰之
　Flutter-like oscillation を呈した小児ムンプス髄膜炎の一例．
　　高井禎成，矢部多加夫，井上雄太，小山京子 
　小児良性発作性めまい症から脳底型片頭痛めまい症に移行した１症例．
　　井上雄太，矢部多加夫，小山京子，蓮荷博樹，高井禎成
　坑てんかん薬長期投与により急性めまい・眼球運動異常を来した一症例．
　　小山京子，矢部多加夫，井上雄太
　上前庭神経炎における気導および骨導刺激による前庭誘発眼筋電位（oVEMP）の検討
　　岩﨑真一，千原康裕，牛尾宗貴，井上亜希，藤本千里，狩野章太郎，
　　菅澤恵子，山岨達也
　一側性メニエール病症例が両側性に移行する要因についての検討
　　牛尾宗貴，岩﨑真一，室伏利久，江上直也，千原康裕，藤本千里，
　　菅澤恵子，中村雅子，山岨達也
　抗てんかん薬により平衡障害と異常眼球運動を呈した 2 症例
　　佐藤拓，岩﨑真一，牛尾宗貴，菅澤恵子，室伏利久，山岨達也
　精神疾患が原因と考えられた輻輳痙攣の 2 症例
　　中村祐子，岩﨑真一，牛尾宗貴，中村雅子，鈴木光也，山岨達也
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　内リンパ水腫動物の前庭機能（第 2 報）
　　柿木章伸，江上直也，山岨達也，西岡利恵，武田泰三
　三次元動作分析システムによる前庭刺激時の身体各部位の運動についての検討（第 1 報）
　　江上直也，岩﨑真一，牛尾宗貴，山岨達也
　両側高度感音難聴児における前庭機能と運動発達との関係
　　井上亜希，岩﨑真一，千原康裕，牛尾宗貴，狩野章太郎，菅澤恵子
　　中村雅子，山岨達也
　急性聴覚前庭障害の 1 症例：長期観察経過　
　　畑　裕子，奥野妙子，松本　有，小嶋康隆，田中友佳子，山崎葉子，松本知英

福島県地方部会	 2010.11.23　福島

　老人性難聴の予防戦略
　　山岨達也

第 108 回日耳鼻福島県地方部会	 2010.11.23　福島

　鼻中隔より発生したグロムス腫瘍の一例 
　　河村さやか，近藤健二，渡邉政之，山内彰人，穴澤卯恭，富永邦彦，吉田　剛 

第 60回日本アレルギー学会秋季学術大会	 2010.11.25 － 27　東京

　花粉症における呼気中一酸化窒素測定に関する研究 ( 喘息予防の早期介入として ) 第 2 報
　　善浪弘善，仲田拡人，高久洋太郎，中込一之，篠上雅信，加瀬康弘，永田　真，
　スギ花粉症の下気道に対する影響の検討― 呼吸機能と呼気ＮＯ濃度を用いて ―
　　中西わか子，篠上雅信，岩村　均，善浪弘善，加瀬康弘

7th	East	Asian	Conference	on	Phonosurgery	 2010.11.26-27　東京

　Analysis of High-Speed Digital Imaging in Patients with Presbylarynges: A Comparative Study with 　

　Healthy Elderly Subjects

　　Yamauchi A, Imagawa H, Goto T, Otsuka M, Takano S, Yokonishi H, 

　　Sakakibara K, Nito T, Tayama N

　Quantitative Analysis with Digital Videokymography on Normophonic Subjects: 

　A Comparison between Young and Elderly Subjects

　　Yamauchi A, Imagawa H, Goto T, Otsuka M, Takano S, Yokonishi H, Sakakibara K,

　　 Nito T, Tayama N

　A case of Mucosal Bridge of the Vocal Fold

　　Goto T, Makizumi Y, Tsutsumiuchi K, Kishida S, Takano S, Kumagai Y, Fukuoka H, Tayama N

　Clinical analysis of sulcus vocalis

　　Takano S, Goto T, Yamauchi A, Tayama N

表在癌研究会	 2010.11.27　柏

　当院における頭頸部表在癌の経口腔的外科的切除症例の検討  　
　　明石　健，林　隆一，藤井誠志，篠崎　剛，宮崎眞和，海老原充，斉川雅久
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第 32回日本バイオマテリアル学会大会	 2010.11.29-30　広島

　内包薬剤のコンパートメントを制御した光応答性遺伝子キャリアの構築
　　野本貴大，福島重人，熊谷康顕，宮田完二郎，松本　有，大庭　誠，
　　張　祐銅，西山伸宏，片岡一則

第 3回ＧＣＯＥリトリート及び国際シンポジウム	 2010.12.11-12　幕張

　Neuromagnetic Responses to Binaural Beat in Human Cerebral Cortex 

　　Karino S, Yumoto Y, Itoh K, Yamasoba T

山口県地方部会	 2010.12.16　山口

　老人性難聴の発症機序
　　山岨達也

19 回ポリマー材料フォーラム	 2010.12.3　名古屋

　有機無機ハイブリッド型核酸デリバリーキャリアの開発
　　宮田完二郎，松本　有，大庭　誠，野本貴大，西山伸宏，片岡一則

第 5回食介護研究会	 2010.12.4　東京	

　医療現場からの食介護　−耳鼻咽喉科医の立場から− 
　　二藤隆春 

　　

─────────*───────*───────*─────────
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平成 22年度	耳鼻咽喉科夏期症例検討会
日時：2010 年 7 月 17 日（土）13：45 〜 17：30

場所：東京大学　山上会館　2F 大会議室

共催：耳鼻咽喉科臨床研究会・東京大学医学部耳鼻咽喉科教室

大日本住友製薬株式会社　　　　　　　　　　　

13：45　話題提供

　大日本住友製薬株式会社

14：00　第 1 群

　　座長　太田　康先生（広尾日赤医療センター）

1. 当科での直達内視鏡下切除術における早期下咽頭癌治療

　 ○浦田真次、吉田昌史、蝦原康宏、二藤隆春、朝蔭孝宏、山岨達也（東京大学）

2. 副咽頭間隙に進展したガマ腫の一例

　 ○木下　淳、木田　渉、中原はるか（災害医療センター）

3. 低出力炭酸ガスレーザーによる鼻出血止血法の検討

　 ○望月義也、望月哲也（耳鼻咽喉科　望月医院）

4. 最近経験した扁桃周囲膿傷症例

　 ○林　宗弘、福岡　修、千原康裕、八木昌人（東京逓信病院）

14：40　第 2 群

　　座長　柿木章伸先生（東京大学）

5. 当科における鼓室形成術〜 3 年間の統計〜

　 ○西村信一、井上雄太、石田瑠美（亀田総合病院）

6. 蝸牛の「第 3 の窓」により難聴を呈した稀な 2 症例

　 ○大和田優里、三澤　建、加藤　央、真岩智道、鈴木久美子、藤野睦子、武田英彦、

　　熊川孝三（虎の門病院、耳鼻咽喉科・聴覚センター）

7. 側頭骨転移病変を契機に発見された肺腺癌の一例

　 ○和田　翠、樫尾明憲、狩野章太郎、坂本幸士、柿木章伸、岩﨑真一、山岨達也（東京大学）
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8. 培養蝸牛における水素の保護効果

　 ○吉川弥生（東京大学）

15：40　第 3 群

　　座長　二藤隆春先生（東京大学）

 9. 一癌の存在が他癌を隠蔽した頭頸部同時重複がんの一例

　  ○岸下定弘、小林謙也、物部寛子、中尾一成（NTT 東日本関東病院）

10. 喉頭機能の再建に苦慮した喉頭交通外傷後の一例

　  ○堤内亮博、福岡久代、熊谷　譲、高野真吾、岸田櫻子、後藤多嘉緒、田山二朗

　　　　　（国立国際医療研究センター）

11. 咽頭血腫による気道狭窄が疑われた一症例

　  ○安原一夫、宮野一樹、戸島　均（日立総合病院）

12. 加齢による声門閉鎖不全に対する自己音声訓練法

　  ○角田晃一（東京医療センター）

16：30　特別講演　　座長　山岨達也先生（東京大学）

　　演題「副鼻腔炎の各種病態とその治療」

　　演者　黒野祐一先生（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　先進治療科学専攻　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感覚器病学　聴覚頭頸部疾患学　教授）

　

─────────*───────*───────*─────────
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平成 22 年度	耳鼻咽喉科冬期症例検討会
日時：2010 年 12 月 18 日（土）

場所：東京大学　山上会館　2F 大会議室

共催：耳鼻咽喉科臨床研究会・東京大学医学部耳鼻咽喉科教室

サノフィ・アベンティス株式会社　　　　　　　

　　　　　　　　　　

13：45　情報提供

　　　サノフィ・アベンティス株式会社　　　　

14：00　第 1 群

　　座長　坂本幸士先生（東大病院）

1. 診断に苦慮している両側声帯麻痺症例

　 ○西嶌大宣、林　崇弘、福岡　修、八木昌人（東京逓信病院）

2. 口膨らまし癖による耳下腺気腫の 1 例

　 ○岩城弘尚、鈴木さやか、中西わか子、篠上雅信（東京警察病院）

3. 片頭痛めまい症例

　 ○井上雄太、矢部多加夫、蓮荷博樹、小山京子、高井禎成（都立広尾医院）

4. 頭頸部癌治療歴のある嚥下障害 3 症例

　 ○牧角祥美、堤内克博、岩村　均、岸田櫻子、高野真吾、熊谷　譲、福岡久代、

　　田山二朗（国立国際医療センター）

5. 上咽頭癌局所再発に対し化学療法単独で長期制御を成し得た 1 例

　 ○小林謙也、中尾一成、岸下定弘、溜箭紀子、物部寛子、白水一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NTT 東日本関東病院）

14：40　第 2 群　　座長　中尾一成先生（NTT 東日本関東病院）

6. 甲状腺良性腫瘍内出血により急速な気道狭窄をきたした一症例

　 ○安原一夫、宮野一樹、戸島均（公立昭和病院）

7. 当科における副鼻腔乳頭腫症例の検討

　 ○高浪太郎、野村　務、竹内　啓、原　誠（JR 東京総合病院）
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8. 高齢者の良聴耳への軟骨を用いた鼓膜形成術

　 ○石本晋一、藤巻葉子、岡田和也（社会保険中央病院）

9. C 型肝炎を基礎疾患とし、急激な転帰をとった　Lemierr's syndrome の 1 例

　 ○毛利博久、○中嶋純子（武蔵野赤十字病院）、丹澤晴子（三楽病院）、

　　 大木雅文（埼玉医科大学）

10. 悪性側頭部嚢胞の 1 例

    ○峯岸　成、秋山清治郎、持木将人、伊藤　健（帝京板橋病院）

16：00　第 3 群　　座長　石本晋一先生（社会保険中央病院）

11. 睡眠時無呼吸症候群におけるセファロ分析の診断への応用について

　 ○野村　務、高浪太郎、竹内　啓、原　誠（JR 東京総合病院）

12. 診断が困難であった舌根部・中咽頭潰瘍の一例

　 ○佐々木　徹（東京北社会保険病院）

14. 突発性難聴に対する高気圧酸素併用治療

　 ○松崎真樹、岩田弘子（東芝病院）

16：45　特別講演　　座長　山岨達也先生

                   （東京大学大学院医学系研究科外科学専攻  感覚・運動機能医学講座  耳鼻咽喉科学分野  教授）

　　演題　「真珠腫手術と副損傷の回避」

　　演者　高橋　　姿先生　

         （新潟大学大学院医歯学総合研究科  感覚統合医学講座  耳鼻咽喉科学分野  教授）

─────────*───────*───────*─────────




