
学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

Laryngeal preservation and function
after Modified RADPLAT for advanced
laryngeal carcinoma

Yoshizaki T, Murono S,
Wakisaka N, Hirai N, Yoshida
S

19th WCB/WCBE
Florence,
Italy

2016/5/8

Angiogenic factors in recurrent
respiratory papillomatosis

Murono S, Nakanishi Y,
Yoshizaki T

19th WCB/WCBE
Florence,
Italy

2016/5/8

Endoscopic laryngo - pharyngeal
surgery (ELPS) for hypopharyngeal
cancer

Nakanishi Y, Murono S,
Yoshizaki T

19th WCB/WCBE
Florence,
Italy

2016/5/8

Cochlear implantation in deaf patients
with eosinophilic otitis　media using
Subtotal Petrosectomy and mastoid
obliteration

Sugimoto H, Hatano M, Noda
M, Hasegawa H, Yoshizaki T

The World Skull Base
2016

Osaka,
Japan

2016/6/14

Analysis of olfactory dysfunction in
IgG4-related disease

Yoshizaki T, Kaneda M, Yagi-
Nakanishi S, Ozaki F, Kondo
S

ISIAN 2016
Stockholm
, Sweden

2016/7/3

Involvement of beclin 1 in the survival of
nasopharygeal carcinoma cells under
chemotherapic pressure

Yoshizaki T, Aga T, Aga M,
Tsuji A, Kondo S, Endo K

17th International
Symposium on EBV and
associated diseases

Zurich,
Switzerlan
d

2016/8/8

Prevalence of Epstein-Barr viruses in
tonsils of adults and children

Kondo S, Seishima N, Kano
M, Aga M, Hirai N, Wakisaka
N, Yoshizaki T

17th International
Symposium on EBV and
associated diseases

Zurich,
Switzerlan
d

2016/8/8

Inhibition of UCH-L1 DUB activity in
metastatic carcinoma cells: possible
implications in anti-invasive therapy of
EBV-associated cancers

Kobayashi E, Yoshizaki T,
Shackelford J, Pagano J

17th International
Symposium on EBV and
associated diseases

Zurich,
Switzerlan
d

2016/8/8

Post-treatment detection of circulating
miR-BART17-5p as a potential
biomarker to predict residual tumor cells
in Epstein-Barr virus-related
nasopharyngeal carcinoma

Hirai N, Wakisaka N, Kondo
S, Aga M, Ueno T, Nakanishi
Y, Endo K, Sugimoto H,
Murono S, Sato H, Yoshizaki
T

17th International
Symposium on EBV and
associated diseases

Zurich,
Switzerlan
d

2016/8/8

Inolvement of cell compretition in EBV-
positive nasopharyngeal carcinoma

Aga M, Kondo S, Kano M,
Hirai N, Yoshizaki T

17th International
Symposium on EBV and
associated diseases

Zurich,
Switzerlan
d

2016/8/8

The influence of human papillomavirus
on nasopharyngeal carcinoma in Japan

Kano M, Kondo S, Aga M,
Hirai N, Yoshizaki T

17th International
Symposium on EBV and
associated diseases

Zurich,
Switzerlan
d

2016/8/8

下咽頭・頸部・気管に腫瘍性病変をみと
め対応に難渋した一例

丸山裕美子、塚田弥生、南
部亮太

日耳鼻富山県地方部会第
66回学術講演会

富山 2016/4/3

Modified Killian's methodが術前検査とし
て有用であった梨状陥凹瘻例

加納亮、山本環、室野重之、
吉崎智一

日耳鼻石川県地方部会第
31回例会

金沢 2016/4/3

耳鼻科領域の感染症における単純CTと
造影CTの膿瘍検出の比較

加瀬希奈、中西庸介、室野
重之、吉崎智一

日耳鼻石川県地方部会第
31回例会

金沢 2016/4/3



学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

当科における経口的下咽頭腫瘍切除術
の検討

中西庸介、遠藤一平、近藤
悟、脇坂尚宏、室野重之、吉
崎智一

第34回北陸頭頸部腫瘍研
究会

金沢 2016/4/15

歯性感染症が原因と考えられた敗血症
性肺塞栓症の一例

丸山裕美子、塚田弥生、吉
崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

喉頭乳頭腫におけるVEGF—Aの発現
室野重之、中西庸介、辻亮、
遠藤一平、近藤悟、脇坂尚
宏、吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

Laryngotracheal Flapによる下咽頭癌術
後再建

脇坂尚宏、室野重之、遠藤
一平、近藤悟、中西庸介、吉
崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

HPV16関連中咽頭癌における内因性免
疫因子APOBEC3によるウイルス遺伝子
変異導入とインテグレーションの関係

近藤悟、中西庸介、辻亮、遠
藤一平、脇坂尚宏、室野重
之、吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

IgG4関連疾患におけるIL—18の発現
小森岳、近藤悟、中西清香、
吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

Epstein—Barrウイルス関連上咽頭癌に
おけるSparc発現の検討—細胞競合現象
の関連性—

阿河光治、近藤悟、小森岳、
脇坂尚宏、室野重之、吉崎
智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

IgG4関連疾患における嗅覚障害の検討
尾崎ふみ、中西清香、兼田
美紗子、近藤悟、吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

Epstein—Barr virus関連上咽頭癌におけ
るバイオマーカーの検討

平井信行、脇坂尚宏、阿河
光治、近藤悟、吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

うがい液中ヒトパピローマウイルス検出
は中咽頭癌において有用か

吉田博、室野重之、上野貴
雄、中西庸介、辻亮、遠藤一
平、近藤悟、杉本寿史、脇坂
尚宏、吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

上咽頭癌におけるオートファジーの検討
阿河知巳、辻亮、遠藤一平、
近藤悟、脇坂尚宏、室野重
之、吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

片側先天聾ラットにおける下位聴覚中枢
のVGLUT1発現変化

長谷川博紀、波多野都、杉
本寿史、伊藤真人、河崎洋
志、吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

小児および成人の口蓋扁桃と咽頭扁桃
におけるEBV定量的解析

清島典子、小林英士、中西
庸介、辻亮、近藤悟、脇坂尚
宏、室野重之、吉崎智一

第117回日本耳鼻咽喉科
学会

名古屋 2016/5/18

うがい液中 HPV 検出の中咽頭癌バイオ
マーカーとしての可能性

室野重之、上野貴雄、中西
庸介、辻亮、遠藤一平、近藤
悟、脇坂尚宏、吉崎智一

第40回日本頭頸部癌学会 さいたま 2016/6/9

中咽頭癌におけるHPV感染とTS-1補助
化学療法の有効性に関する検討

脇坂尚宏、近藤悟、喜多万
紀子、阿河光治、中西庸介、
遠藤一平、室野重之、吉崎
智一

第40回日本頭頸部癌学会 さいたま 2016/6/9



学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

当院でレンバチニブを投与した甲状腺癌
症例の検討

近藤悟、中西庸介、辻亮、遠
藤一平、脇坂尚宏、室野重
之、吉崎智一

第40回日本頭頸部癌学会 さいたま 2016/6/9

頭頸部癌治療後のQOL評価
遠藤一平、中西庸介、近藤
悟、脇坂尚宏、室野重之、吉
崎智一

第40回日本頭頸部癌学会 さいたま 2016/6/9

当科における経口的下咽頭腫瘍切除術
の検討

中西庸介、遠藤一平、近藤
悟、脇坂尚宏、室野重之、吉
崎智一

第40回日本頭頸部癌学会 さいたま 2016/6/9

Epstein-Barr ウイルス関連上咽頭癌に
おける Sparc 発現の検討-細胞競合現
象の関連性-

阿河光治、近藤悟、吉崎智
一

第40回日本頭頸部癌学会 さいたま 2016/6/9

急性鼻副鼻腔炎に対するガレノキサシン
とレボフロキサシンの有用性比較試験

上野貴雄、伊藤真人、吉崎
智一

第64回日本化学療法学会 神戸 2016/6/9

石川県における難聴児支援体制の更な
る充実に向けて-いしかわ赤ちゃんきこ
えの相談センター（みみずくクラブ）開設7
年目の現状と課題-

永井理紗、杉本寿史、波多
野都、廣瀬みずき、武居渡、
吉崎智一

第17回日本言語聴覚学会 京都 2016/6/10

上咽頭癌とEpstein-Barr ウイルス –病態
への関与とバイオマーカーとしての意義
-

吉崎智一
第30回ヘルペスウイルス
研究会

東京 2016/6/16

成人・小児におけるEpstein-Barr virusの
咽頭扁桃・口蓋扁桃における検出頻度

近藤悟、清島典子、加納亮、
阿河光治、平井信行、脇坂
尚宏、吉崎智一

第30回ヘルペスウイルス
研究会

東京 2016/6/16

Epstein-Barrウイルス関連上咽頭癌にお
けるSparc発現の検討―細胞競合現象
の関連性―

阿河光治、近藤悟、加納亮、
平井信行、脇坂尚宏、吉崎
智一

第30回ヘルペスウイルス
研究会

東京 2016/6/16

Epstein-Barr virus関連上咽頭癌におけ
る治療後バイオマーカーとしてmiR-
BART17-5pの可能性

平井信行、脇坂尚宏、阿河
光治、近藤悟、吉崎智一

第30回ヘルペスウイルス
研究会

東京 2016/6/16

日本人の上咽頭癌におけるEBVとHPV
の共感染

加納亮、近藤悟、阿河光治、
平井信行、脇坂尚宏、吉崎
智一

第30回ヘルペスウイルス
研究会

東京 2016/6/16

上咽頭癌の診断の遅れに関する検討 室野重之
第78回耳鼻咽喉科臨床学
会

鹿児島 2016/6/23

術前検査としてModified Killian’s
methodが有用であった梨状陥凹瘻例

加納亮、室野重之、吉崎智
一

第78回耳鼻咽喉科臨床学
会

鹿児島 2016/6/23

副鼻腔炎を伴った眼窩内血腫の1例 北川典子、吉崎智一
第78回耳鼻咽喉科臨床学
会

鹿児島 2016/6/23

診断治療に苦慮したクインケ浮腫の1例 山本環、加納亮、吉崎智一
第78回耳鼻咽喉科臨床学
会

鹿児島 2016/6/23



学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

中耳唾液腺分離腫の1例
杉本寿史、波多野都、吉崎
智一

第11回日本小児耳鼻咽喉
科学会

徳島 2016/6/30

悪性腫瘍との鑑別が困難であった耳下
腺腫瘍の1例

上野春菜、中西庸介、遠藤
一平、近藤悟、脇坂尚宏、吉
崎智一

第64回中部地方部会連合
会

津 2016/7/16

中耳術後耳に対するTranscanal
Endoscopic Ear surgery (TEES)

高相裕司、上野貴雄、波多
野都、杉本寿史、吉崎智一

第64回中部地方部会連合
会

津 2016/7/16

急性副鼻腔炎様症状により発症した眼
窩底悪性リンパ腫の一例

丸山裕美子、吉崎智一
第4回日本耳鼻咽喉科感
染症学会

倉敷 2016/9/2

特殊症例に対する人工内耳埋め込み術
岸頌子、杉本寿史、波多野
都、吉崎智一

第16回北陸めまい研究会 金沢 2016/9/4

当科で経験した喉頭中央部切除術の一
例

宮川祐介、上野貴雄、近藤
悟、脇坂尚宏、吉崎智一

北陸地方部会連合会第
319回例会

金沢 2016/9/4

Laryngotracheal Flap による下咽頭癌術
後再建

脇坂尚宏、室野重之、吉崎
智一

第29日本口腔・咽頭科学
会

松江 2016/9/8

IgG4関連疾患におけるIL-18の発現 小森岳、吉崎智一
第29日本口腔・咽頭科学
会

松江 2016/9/8

悪性腫瘍との鑑別が困難であった耳下
腺膿瘍の１例

上野春菜、吉崎智一
第29日本口腔・咽頭科学
会

松江 2016/9/8

乳児咽後膿瘍の１例
長谷川博紀、加瀬希奈、作
本真

第9回石川県小児耳鼻咽
喉科研究会

金沢 2016/9/29

特殊症例に対する人工内耳埋め込み術
杉本寿史、岸頌子、波多野
都、伊藤真人、吉崎智一

第26回日本耳科学会 長野 2016/10/5

HPV16関連中咽頭癌における内因性免
疫因子APOBEC3によるウイルス遺伝子
変異導入とインテグレーションの関係

近藤悟、脇坂尚宏、吉崎智
一

第75回日本癌学会 横浜 2016/10/6

上咽頭癌におけるオートファジーの検討
阿河知巳、近藤悟、脇坂尚
宏、吉崎智一

第75回日本癌学会 横浜 2016/10/6

Outside-in approachによるDraf type llb
とAxillary frap の工夫

上野貴雄、宮川祐介、吉崎
智一

第55回日本鼻科学会 宇都宮 2016/10/13

IgG4関連疾患における嗅覚障害の検討
兼田美紗子、中西清香、尾
崎ふみ、吉崎智一

第55回日本鼻科学会 宇都宮 2016/10/13



学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

当科で経験した鼻・副鼻腔原発小細胞
癌４例の検討

宮川祐介、上野貴雄、近藤
悟、吉崎智一

第55回日本鼻科学会 宇都宮 2016/10/13

下咽頭異物摘出時にコーンビームCTに
よる術中画像診断が有用であった1例

高相裕司、杉本寿史、平井
信行、吉崎智一

第18回耳鼻咽喉科手術支
援システム・ナビ研究会

横浜 2016/10/22

頭頸部癌放射線化学療法症例に対する
L-カルニチン投与効果の検討

遠藤一平、中西庸介、近藤
悟、脇坂尚宏、吉崎智一

第14回助成研究発表会 京都 2016/11/5

専門医制度と地域医療 吉崎智一
第30回日本耳鼻咽喉科学
会専門医講習会

広島 2017/11/12

再発性喉頭乳頭腫に対するシドフォビル
局所投与

室野重之、中西庸介、脇坂
尚宏、吉崎智一

第68回日本気管食道学会 東京 2016/11/17

Laryngotracheal Flapによる下咽頭癌術
後再建

脇坂尚宏、室野重之、遠藤
一平、近藤悟、中西庸介、吉
崎智一

第68回日本気管食道学会 東京 2016/11/17

頭頸部癌化学放射療法における血漿中
グレリン濃度とQOL並びに摂食の関係

遠藤一平、中西庸介、脇坂
尚宏、吉崎智一

第68回日本気管食道学会 東京 2016/11/17

早期声門癌における救済治療症例の検
討

中西庸介、室野重之、吉崎
智一

第68回日本気管食道学会 東京 2016/11/17

声門癌に対するレーザー手術：術前診
断と切除マージンの視点から

室野重之、吉崎智一
第9回喉頭機能温存治療
研究会

東京 2016/11/19

当科でレンバチニブを投与した甲状腺癌
症例の検討

宮川祐介、近藤悟、上野貴
雄、中西庸介、遠藤一平、脇
坂尚宏、吉崎智一

LENVIMA講演会in金沢 金沢 2016/11/30

当科における頭頸部癌の集学的治療例
再建手術例を中心に

石川和也、南部亮太、西村
俊朗

日耳鼻富山県地方部会第
67回学術講演会

富山 2016/12/4

当科における耳科手術の現況 加藤理紗、杉本寿史、辻亮
日耳鼻富山県地方部会第
67回学術講演会

富山 2016/12/4

内視鏡併用口腔内アプローチで摘出し
た咬筋内神経鞘腫症例

遠藤一平、中西庸介、近藤
悟、脇坂尚宏、吉崎智一

第27回日本頭頸部外科学
会

東京 2017/2/2

2度の手術を要したClicking larynxの1例
中西庸介、室野重之、吉崎
智一

第27回日本頭頸部外科学
会

東京 2017/2/2

当科でレンバチニブを投与した甲状腺癌
症例の検討

宮川祐介、近藤悟、上野貴
雄、中西庸介、遠藤一平、脇
坂尚宏、吉崎智一

第8回金沢甲状腺研究会 金沢 2017/3/11


