
学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

Endoscopy assisted surgery for petrous
apex cholesteatoma

Sugimoto H, Hatano M, Noda
M, Yoshizaki T

2nd World Congress on
Endoscopic Ear Surgery

Bologna,
Italy

2017/4/27

Conductive hearing loss middle ear
surgery

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

2nd World Congress on
Endoscopic Ear Surgery

Bologna,
Italy

2017/4/27

The expression of APOBEC3A
associates with human papillomavirus
genome integration in oropharyngeal
cancers

Yoshizaki T, Kondo S,
Wakisaka N, Nakanishi Y,
Nishiyama T, Wakae K,
Muramatsu M

The XV World Congress of
the International
Federation of Oto-Rhino-
Laryngological Societies
(IFOS)

Paris,
France

2017/6/24

EBV infection is prevalent in the
adenoid and palatine tonsils in adults

Kondo S, Yoshizaki T

The XV World Congress of
the International
Federation of Oto-Rhino-
Laryngological Societies
(IFOS)

Paris,
France

2017/6/24

Involvement of cell competition in EBV-
positive nasopharyngeal carcinoma

Aga M, Kondo S, Yoshizaki T

The XV World Congress of
the International
Federation of Oto-Rhino-
Laryngological Societies
(IFOS)

Paris,
France

2017/6/24

The influence of human papillomavirus
on nasopharyngeal carcinoma in Japan.

Kano M

The XV World Congress of
the International
Federation of Oto-Rhino-
Laryngological Societies
(IFOS)

Paris,
France

2017/6/24

Analysys of olfactory dysfunction in
IgG4-related disease

Imoto T

The XV World Congress of
the International
Federation of Oto-Rhino-
Laryngological Societies
(IFOS)

Paris,
France

2017/6/24

Fogarty catheter technique for the
removal of endobronchial foreign bodies
in children:  A case report

Takaso Y, Kondo S, Imoto T,
Kano M, Yoshizaki T

The XV World Congress of
the International
Federation of Oto-Rhino-
Laryngological Societies
(IFOS)

Paris,
France

2017/6/24

The Expression of APOBEC3A
Associates with Human Papilloma Virus
Genome Integration in Oropharyngeal
Carcinomas

Yoshizaki T
4th Congress of European
ORL-HNS

Barcelona,
Spain

2017/10/7

Ghrelin is Associated with Anorexia
Following Chemoradiotherapy for Head
and Neck Cancer

Endo K, Nakanishi Y, Kondo
S, Wakisaka N, Yoshizaki T

4th Congress of European
ORL-HNS

Barcelona,
Spain

2017/10/7

A Case Report: Orbital floor and
maxillofacial reconstruction using a bone
fixation device from
hydroxyapatite/poly(L-lactide)
composites with nasal septal flap

Ueno T
4th Congress of European
ORL-HNS

Barcelona,
Spain

2017/10/7

Bone invasion-targeted chemotherapy
with Novel Anionic Platinum Complex
(3Pt) in the Treatment of oral squamous
cell carcinoma

Kasahara Y, Endo K,
Yoshizaki T

4th Congress of European
ORL-HNS

Barcelona,
Spain

2017/10/7

The antitumor effect of
Eppikajyutsuto(Japanese herbal
medicine) on head and neck squamous
cell carcinoma

Ueno H, Ogawa K, Endo K,
Yoshizaki T

4th Congress of European
ORL-HNS

Barcelona,
Spain

2017/10/7

Lenvatinib therapy for advanced thyroid
cancer

Nakanishi Y, Yoshizaki T
2nd Congress of Asia-
Pacific Society of Thyroid
Surgery

Naha,
Japan

2017/11/1



学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

Expression of interleukin-33 is
correlated with poor prognosis in
patients with squamous cell carcinoma
of the tongue

Ishikawa K, Yoshizaki T

14th Taiwan Japan
Conference on
Otolaryngology Head and
Neck Surgery

Kaohsiung,
Taiwan

2017/12/1

切除可能下咽頭癌症例の検討
平井信行、脇坂尚宏、吉崎
智一

日耳鼻石川県地方部会第
32回例会

金沢 2017/4/2

当科における局所進行喉頭癌の臨床検
討

中西庸介、吉崎智一 第29回日本喉頭科学会 盛岡 2017/4/6

上咽頭癌と免疫療法 近藤悟、吉崎智一
第35回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

旭川 2017/4/13

頭頸部悪性黒色腫に対するニボルマブ
（nivolumab，抗PD-1抗体）の使用経験

上野貴雄、岸頌子、高相裕
司、加納亮、近藤悟、吉崎智
一

第35回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

旭川 2017/4/13

Warthin 腫瘍とIgG4 関連疾患との関係
阿河光治、近藤悟、吉崎智
一

第35回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

旭川 2017/4/13

HPV 関連中咽頭癌における内因性免疫
APOBEC3 とエストロゲン―エストロゲン
受容体経路を介した発癌機序の検討

加納亮、近藤悟、高相裕司、
井本智子、上野貴雄、吉崎
智一

第35回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

旭川 2017/4/13

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

高相裕司、近藤悟、井本智
子、加納亮、上野貴雄、吉崎
智一

第35回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

旭川 2017/4/13

口蓋扁桃ならびに咽頭扁桃 におけるヒ
トパピローマウイルスの感染状況調査

吉田博

学校法人聖路加国際大学
臨床疫学センター平成28
年度研究助成金交付対象
者業績発表会

東京 2017/4/15

耳下腺導管癌に対しEGFR阻害薬を使用
した一例

野田昌生、山本環、吉崎智
一

第35回北陸頭頸部腫瘍研
究会

金沢 2017/4/21

β-Dグルカン上昇を伴わない浸潤性副
鼻腔真菌症の3例

上野春菜、宮川祐介、上野
貴雄、吉崎智一

第27回北陸耳鼻咽喉科感
染症研究会

金沢 2017/4/22

ウイルス発癌研究の進歩　-上咽頭癌の
新規生物学的特徴と治療戦略-

吉崎智一
第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17

喉頭中央部切除術を施行した2症例
脇坂尚宏、宮川祐介、平井
信行、上野貴雄、遠藤一平、
近藤悟、吉崎智一

第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17

中耳術後耳に対するTranscanal
Endoscopic Ear surgery による伝音再建

杉本寿史、波多野都、野田
昌生、吉崎智一

第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17

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

近藤悟、中西庸介、遠藤一
平、脇坂尚宏、吉崎智一

第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17

頭頸部癌に対する化学放射線療法にお
けるカルニチンの全身倦怠感緩和に関
する検討

遠藤一平、中西庸介、近藤
悟、脇坂尚宏、吉崎智一

第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17

当科における局所進行喉頭癌の臨床検
討

中西庸介、吉崎智一
第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17



学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

甲状腺腫瘍内出血に対し手術を施行し
た4症例

丸山裕美子、塚田弥生、平
井信行、笠原善弥、青木由
宇、吉崎智一

第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17

小児鼓膜穿孔手術症例の検討
波多野都、伊藤真人、杉本
寿史、吉崎智一

第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17

新規開発イオン型シスプラチン（1Pt、
3Pt）による頭頸部癌治療戦略の開発

笠原善弥、遠藤一平、吉崎
智一

第118回日本耳鼻咽喉科
学会

広島 2017/5/17

石川県における難聴児支援体制

杉本寿史、武居渡、永井理
紗、広瀬みずき、瀧口哲也、
安田健二、波多野都、伊藤
真人、吉崎智一

第12回日本小児耳鼻咽喉
科学会

宇都宮 2017/6/2

腕神経叢炎を合併したと考えられる壊死
性リンパ節炎の一例

丸山裕美子、吉崎智一
第12回日本小児耳鼻咽喉
科学会

宇都宮 2017/6/2

APOBEC3A associates with human
papillomavirus genome integration in
oropharyngeal cancers.

Kondo S, Wakae K, Wakisaka
N, Nakanishi Y, Ishikawa K,
Komori T, Moriyama-Kita M,
Endo K, Murono S, Wang Z,
Kitamura K, Nishiyama T,
Yamaguchi K, Shigenobu S,
Muramatsu M and Yoshizaki
T

第11回頭頸部癌基礎研究
会,2017年頭頸部癌基礎
研究優秀論文賞論文発表

京都 2017/6/7

再発・転移頭頸部癌症例に対するパクタ
リキセル週1回投与による休眠療法：開
始容量決定のための第1相試験

脇坂尚宏、近藤悟、遠藤一
平、中西庸介、吉崎智一

第41回日本頭頸部癌学会 京都 2017/6/8

Warthin腫瘍における血清中IgG4値と腫
瘍中IgG4陽性細胞の解析

近藤悟、阿河光治、中西庸
介、遠藤一平、脇坂尚宏、吉
崎智一

第41回日本頭頸部癌学会 京都 2017/6/8

頭頸部癌トランスレーショナルリサーチ
の最前線 新規DDS製剤による頭頸部癌
治療

遠藤一平、笠原善弥、上野
貴雄、上野春菜、中西庸介、
近藤悟、脇坂尚宏、吉崎智
一

第41回日本頭頸部癌学会 京都 2017/6/8

当科における最近10年間の喉頭癌の臨
床的検討

笠原善弥、遠藤一平、吉崎
智一

第41回日本頭頸部癌学会 京都 2017/6/8

頭頸部癌に対する越婢加朮湯の抗腫瘍
効果についての検討

上野春菜、遠藤一平、小川
恵子、吉崎智一

第41回日本頭頸部癌学会 京都 2017/6/8

Epstein-Barr virus関連上咽頭癌におけ
る治療後バイオマーカーの検討

脇坂尚宏、平井信行、阿河
光治、小林英士、近藤悟、吉
崎智一

第31回ヘルペスウイルス
研究会

松江 2017/6/15

エクソソームへのEBV LMP1タンパク分
泌におけるUCH-L1の関与

小林英士、近藤悟、脇坂尚
宏、丸山裕美子、Julia
Shackelford、Joseph S.
Pagano、吉崎智一

第31回ヘルペスウイルス
研究会

松江 2017/6/15

黄砂によるスギ花粉症患者の症状への
影響

上野貴雄、東明美、原丈介、
笠原寿郎、西條清史、吉崎
智一

第48回日本職業・環境ア
レルギー学会

福井 2017/6/30

当科における甲状腺手術症例の臨床的
検討

山本環、岸頌子、野田昌生、
吉崎智一

第79回耳鼻咽喉科臨床学
会

下関 2017/7/6

原発性副甲状腺機能亢進症の1例
田中妙子、塚谷才明、吉崎
智一

第79回耳鼻咽喉科臨床学
会

下関 2017/7/6



学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

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79回耳鼻咽喉科臨床学
会

下関 2017/7/6

喉頭紡錘細胞癌の1例
井本智子、達富真司、浦本
直紀、吉崎智一

第79回耳鼻咽喉科臨床学
会

下関 2017/7/6

耳下腺導管癌に対しEGFR阻害薬を使用
した一例

野田昌生、山本環、吉崎智
一

第79回耳鼻咽喉科臨床学
会

下関 2017/7/6

舌腫脹による構音障害を契機に診断に
至った多発性骨髄腫の1例

森修一、野田昌生、山本環、
吉崎智一

第79回耳鼻咽喉科臨床学
会

下関 2017/7/6

HPV関連中咽頭癌と内因性免疫
APOBEC3

近藤悟、加納亮、吉崎智一
平成29年度北陸腸内細菌
研究会

金沢 2017/7/8

頭頸部癌化学放射線療法中に併発した
誤嚥性肺炎のリスク因子の検討

小川真智子、遠藤一平、吉
崎智一

第65回中部地方部会連合
会

福井 2017/7/15

悪性腫瘍との鑑別が問題となったANCA
関連血管炎の症例

佐々木智美
第65回中部地方部会連合
会

福井 2017/7/15

成人・小児の咽頭扁桃と口蓋扁桃にお
けるEBVの検出頻度

近藤悟、清島典子、小林英
士、脇坂尚宏、吉崎智一

第14回EBウイルス研究会 旭川 2017/7/15

Epstein-Barrウィルス陽性上咽頭癌組織
におけるミトコンドリアDNA への高変異
遺伝子変異

Pham Thanh Hai、近藤悟、若
江亨祥、村松正道、吉崎智
一

第14回EBウイルス研究会 旭川 2017/7/15

当院における局所進行頭頸部癌 に対す
るセツキシマブ併用放射線療法 の遡及
的検討

阿河光治、阿河知巳、石川
絵里子、浦本直紀

第320回北陸地方部会 金沢 2017/8/27

早期口腔癌における後発リンパ節転移
の検討

加納亮、近藤悟、石川和也、
中西庸介、遠藤一平、脇坂
尚宏、吉崎智一

第320回北陸地方部会 金沢 2017/8/27

当科におけるANCA関連血管炎性中耳
炎症例の検討

清島典子、波多野都、杉本
寿史、吉崎智一

第17回北陸めまい研究会 金沢 2017/8/27

上咽頭癌とEpstein-Barr ウイルス　-発
癌機構から臨床応用へ-

吉崎智一
第30回日本口腔・咽頭科
学会

金沢 2017/9/7

喉頭中央部切除術を施行した2症例 脇坂尚宏、吉崎智一
第30回日本口腔・咽頭科
学会

金沢 2017/9/7

上咽頭筋上皮癌の一例
上野貴雄、近藤悟、脇坂尚
宏、吉崎智一

第30回日本口腔・咽頭科
学会

金沢 2017/9/7

咽頭へ転移した乳腺血管肉腫の一例 北川典子、吉崎智一
第30回日本口腔・咽頭科
学会

金沢 2017/9/7

成人・小児の咽頭扁桃と口蓋扁桃にお
けるEBVの検出頻度

清島典子、近藤悟、脇坂尚
宏、吉崎智一

第30回日本口腔・咽頭科
学会

金沢 2017/9/7

Paradoxical reaction が疑われた結核性
リンパ節炎の2症例

丸山裕美子、吉崎智一
第5回日本耳鼻咽喉科感
染症・エアロゾル学会

大津 2017/9/21



学会発表
演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

頭頸部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

第5回日本耳鼻咽喉科感
染症・エアロゾル学会

大津 2017/9/21

口腔癌におけるソナゾイドを用いたセン
チネルリンパ節同定

脇坂尚宏、下出祐造、加藤
広禄、遠藤一平、近藤悟、杉
本寿史、川尻秀一、辻裕之、
尾本きよか、吉崎智一

第39回日本乳腺甲状腺超
音波医学会学術集会

大宮 2017/9/23

Relationship between APOBEC3
expression and viral genome
hypermutation and integration in HPV-
related oropharngeal cancers

Kondo S, Wakisaka N,
Yoshizaki T

第76回日本癌学会 横浜 2017/9/28

Bone invasion-targeted chemotherapy
with Novel Anionic Platinum Complex
(3Pt) in the Treatment of OSCC.

Kasahara Y, Yoshizaki T,
Wakisaka N, Kondo S

第76回日本癌学会 横浜 2017/9/28

Estrogen receptor is a prognostic factor
in Human papillomaviruses positive
oropharyngeal cancers

Kano M, Kondo S, Wakisaka
N, Yoshizaki T

第76回日本癌学会 横浜 2017/9/28

鼻中隔粘膜弁とSuper FIXSORB MXを
使用した眼窩底および顔面再建術の1例

上野貴雄、上野春菜、吉崎
智一

第56回日本鼻科学会 甲府 2017/9/28

β-D-グルカン上昇を伴わない浸潤性副
鼻腔真菌症の3例

上野春菜、上野貴雄、吉崎
智一

第56回日本鼻科学会 甲府 2017/9/28

頭頸部癌化学放射線療法中に併発した
誤嚥性肺炎のリスク因子の検討

小川真智子
第62回日本音声言語医学
会

仙台 2017/10/5

発達期ラットの蝸牛神経核におけるミク
ログリアの変化

野田昌生、波多野都、杉本
寿史、長谷川博紀、永井理
紗、伊藤真人、吉崎智一

第62回日本聴覚医学会 福岡 2017/10/18

当科におけるマイクロ＆エンドスコピー
サージャリークラブの取り組みについて

上野貴雄、吉崎智一
第19回耳鼻咽喉科手術支
援システム・ナビ研究会

福岡 2017/10/21

当科における頭頸部癌PDXモデル5例の
検討

上野春菜、遠藤一平、笠原
善弥、後藤典子、吉崎智一

平成29年度金沢大学がん
進展制御研究所共同利
用・共同研究拠点シンポ
ジウム

金沢 2017/10/26

口腔癌におけるソナゾイドを用いたセン
チネルリンパ節同定

脇坂尚宏、下出祐造、加藤
広禄、遠藤一平、近藤悟、杉
本寿史、川尻秀一、辻裕之、
尾本きよか、吉崎智一

第19回頭頸部超音波研究
会

那覇 2017/11/3

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)7年の活動の成果と課題

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6回日本小児診療多職
種研究会

宜野湾 2017/11/3

頭頸部癌に対する化学放射線治療中に
併発した誤嚥性肺炎のリスク因子の検
討

遠藤一平、中西庸介、脇坂
尚宏、吉崎智一

第69回日本気管食道科学
会

大阪 2017/11/8

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、吉崎
智一

第69回日本気管食道科学
会

大阪 2017/11/8

口腔癌におけるソナゾイドを用いたセン
チネルリンパ節同定

脇坂尚宏、下出祐造、加藤
広禄、遠藤一平、近藤悟、杉
本寿史、川尻秀一、辻裕之、
尾本きよか、吉崎智一

第19回SNNS研究会学術
集会

東京 2017/11/10
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演題名 氏名 学会名 開催地 開催日

Combined microscopic/endoscopic-
assisted approachを施行した錐体部真
珠腫の2例

杉本寿史、波多野都、吉崎
智一

第27回日本耳科学会 横浜 2017/11/22

小児鼓膜穿孔手術症例の検討
波多野都、伊藤真人、杉本
寿史、吉崎智一

第27回日本耳科学会 横浜 2017/11/22

当科における ANCA関連血管炎性中耳
炎8例の検討

清島典子、波多野都、杉本
寿史、吉崎智一

第27回日本耳科学会 横浜 2017/11/22

めまいで発症し不幸な転帰をきたした小
児多発性脳梗塞の１例

阿河光治、阿河知巳
第76回日本めまい平衡医
学会

軽井沢 2017/11/29

定位放射線治療症例における有害事象
の検討

阿河光治、阿河知巳、石川
絵里子、浦本直紀

日耳鼻富山県地方部会第
69回学術講演会

富山 2017/12/3

パネルディスカッション１：「中咽頭癌を考
える」：HPV関連中咽頭癌の発癌機構

脇坂尚宏、吉崎智一
第28回日本頭頸部外科学
会

宇都宮 2018/1/25

McGRATH MACを利用した喉頭蓋管形
成術

遠藤一平、中西庸介、近藤
悟、脇坂尚宏、吉崎智一

第28回日本頭頸部外科学
会

宇都宮 2018/1/25

中耳唾液腺分離腫の1例 土定靖典
第28回日本頭頸部外科学
会

宇都宮 2018/1/25

上咽頭癌においてEBV-LMP1が誘導す
るIRF7の核内発現は転移を促進する

近藤悟、清島典子、吉崎智
一

第37回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

下関 2018/2/22

EBV関連上咽頭癌にセマフォリン３Aの
局在とその意義

井本智子、近藤悟、吉崎智
一

第37回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

下関 2018/2/22

当科における頭頸部癌PDXモデル5例の
検討

上野春菜、吉崎智一
第37回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

下関 2018/2/22

咽頭扁桃・口蓋扁桃におけるEBV感染と
AID/APOBEC3発現の検討

清島典子
第37回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会

下関 2018/2/22

Clicking larynxの2症例 中西庸介、吉崎智一 第30回日本喉頭科学会 高知 2018/3/1

頭頸部癌化学放射線療法中に併発した
誤嚥性肺炎のリスク因子の検討

小川真智子、遠藤一平、吉
崎智一

第30回日本喉頭科学会 高知 2018/3/1

甲状腺分化癌の治療成績と予後因子の
検討

青木蓉子、石川和也、中西
庸介、遠藤一平、近藤悟、脇
坂尚宏、吉崎智一

第9回金沢甲状腺研究会 金沢 2018/3/17


