4 月 13 日

第１会場

第 35 回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会
4 月 13 日（木）第１会場 （３階

彩雲の間）

一酸化窒素（11:00 〜 11:50）
座長：平川勝洋（広島大学），田中康広（獨協医科大学越谷病院）
O-1

アレルギー性鼻炎患者の症状と大気中の汚染物質の調査
沖中洋介，菅原一真，橋本
山口大学 耳鼻咽喉科

O-2

誠，山下裕司

鼻および口呼気凝集液の採取とその有用性の検討
鈴木宏隆 1，三輪正人 1,2，加藤大星 1，佐藤一樹 1，吉岡邦暁 1，村上亮介 1，酒主敦子 1，
大久保公裕 1，池田勝久 3，奥村 康 2
1
日本医科大学 耳鼻咽喉科，2 順天堂大学 アトピー疾患研究センター，
3
順天堂大学 耳鼻咽喉科

O-3 好酸球性副鼻腔炎における鼻腔一酸化窒素濃度（NO）の検討と可能性
吉田加奈子，高林哲司，意元義政，坂下雅文，成田憲彦，山田武千代，藤枝重治
福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-4 好酸球性副鼻腔炎治療における呼気 NO の活用
秋山貢佐，寒川 泰
香川大学 耳鼻咽喉科

O-5 副鼻腔炎粘膜におけるスカベンジャー受容体の発現と一酸化窒素（NO）
産生代謝機構についての検討
有木雅彦，竹野幸夫，岡林
広島大学病院 耳鼻咽喉科

大，久保田和法，石野岳志，平川勝洋

ランチョンセミナー１（12:00 〜 12:50）
司会：今野昭義（脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院）
LS-1 「アレルゲン舌下免疫療法の最新知見」
後藤

穣（日本医科大学多摩永山病院
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耳鼻咽喉科）

4 月 13 日

第１会場

サイトカイン（１）（13:00 〜 14:10）
座長：池田勝久（順天堂大学），岡野光博（国際医療福祉大学）
O-6

Circulating microRNAs in allergic rhinitis
候
波，坂井田 寛，竹内万彦
三重大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

ORMDL3 を介する肥満細胞の活性化について

O-7

扇 和弘，高林哲司，成田憲彦，山田武千代，藤枝重治
福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

鼻粘膜における filaggrin に対する IL-22 および IL-25 の作用

O-8

中村真浩 1,2，池田勝久 1
1
順天堂大学 耳鼻咽喉科，2 順天堂大学

アトピー疾患研究センター

IL-13 の鼻粘膜線毛細胞に対する急性期の効果

O-9

呉本年弘 1,2，村上賢太郎 1,2，細木誠之 2，中張隆司 2，丸中良典 2，平野 滋 1，
安田 誠 1
1
京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2 京都府立医科大学 細胞生理学

O-10

IL-35 点鼻によるマウスアレルギー性鼻炎症状の制御
鈴木元彦，中村善久，横田 誠，村上信五
名古屋市立大学 耳鼻咽喉科

O-11 アレルギー性鼻炎患者の鼻粘膜の IL-33 遺伝子発現と小青竜湯の抑制効果
北村嘉章 1，藤井達也 2，水口博之 3，福井裕行 4，武田憲昭 1
徳島大学 耳鼻咽喉科，2 JA 高知病院，3 徳島大学薬学部 分子情報薬理学，
4
徳島大学大学院 分子難病学

1

O-12

スギ花粉症患者 SLIT 後の IL-35 動態について
神前英明 1，有方雅彦 1，湯田厚司 2，清水猛史 1
1
滋賀医科大学 耳鼻咽喉科，2 ゆたクリニック

サイトカイン（２）（14:10 〜 15:20）
座長：清水猛史（滋賀医科大学），山田武千代（秋田大学）
O-13

声帯ポリープの Periostin 発現に関する検討
角田梨紗子 1，太田伸男 1，八鍬修一 2，東海林 史 1，柴原義博 3，鈴木直弘 4，
稲村直樹 5，欠畑誠治 2
1
東北医科薬科大学 耳鼻咽喉科，2 山形大学 耳鼻咽喉頭頸部外科，3 加茂耳鼻咽喉科，
4
鈴木耳鼻咽喉科アレルギー科医院，5 なとり耳鼻咽喉科アレルギー科医院

O-14

小中学生の自然集団における血清ペリオスチン値について
中島賢一朗 1，中村陽祐 1，久保伸夫 2，榎本雅夫 3，竹内裕美 1
1
鳥取大学 感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科，2 医療法人華風会，
3
NPO 日本健康増進支援機構
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4 月 13 日

O-15

第１会場

好酸球性副鼻腔炎の粘液産生・杯細胞過形成に対する IL-33 の影響
石永 一，北野雅子，竹内万彦
三重大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-16

好酸球性副鼻腔炎の病態形成における L-plastin の働き
高林哲司，鈴木 弟，藤枝重治
福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-17

好酸球性副鼻腔炎の新たなバイオマーカー
二之宮貴裕，徳永貴広，加藤幸宣，高林哲司，藤枝重治
福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-18

好酸球性副鼻腔炎鼻茸組織中の matrix metalloproteinase-8 陽性好中球の検討
金谷洋明，柏木隆志，平林秀樹，春名眞一
獨協医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-19

好酸球性中耳炎における TSLP
三浦智也 1，原 隆太郎 1，工藤直美 1，西澤尚徳 2，松原 篤 1
弘前大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2 青森県立中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

1

教育セミナー１（15:30 〜 16:30）
司会：岡本美孝（千葉大学）
ES-1 「自然リンパ球関連サイトカインとアレルギー」
小端哲二（獨協医科大学

免疫学）

教育セミナー２（16:30 〜 17:30）
司会：川内秀之（島根大学）
ES-2 「腸内細菌を制御する抗菌ペプチド α-defensin と疾病」
綾部時芳（北海道大学大学院先端生命科学研究院

細胞生物科）

領域講習１（17:30 〜 18:30）
司会：山下裕司（山口大学）
「サイトメガロウイルス感染症
錫谷達夫（福島県立医科大学

〜感染疫学と難聴の発症病理〜」

微生物学）
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4 月 13 日

第２会場

4 月 13 日（木）第２会場 （３階

景雲の間）

免疫応答（11:00 〜 11:50）
座長：鈴木正志（大分大学），平野
O-20

滋（京都府立医科大学）

仔マウスによる肺炎球菌の兄弟間伝播モデルの確立とインフルエンザ
ウィルス重感染が伝播に及ぼす影響
河野正充，戸川彰久，グンデゥズ メーメット，保富宗城
和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-21

鼻咽腔への定着過程における肺炎球菌の病原因子の役割
村上大地，河野正充，平岡政信，保富宗城
和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-22

慢性副鼻腔炎における黄色ブドウ球菌外毒素の関与
春名威範 1，岡野光博 1,2，檜垣貴哉 1，假谷 伸 1，西﨑和則 1
岡山大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科，2 国際医療福祉大学 耳鼻咽喉科

1

O-23

鼻副鼻腔粘膜上皮細胞の黄色ブドウ球菌コンポーネントに対する IL-6
産生能の検討
藤原瑠美 1，岡野光博 2,3，春名威範 3，小山貴久 3，牧原靖一郎 4，金井健吾 5，
内藤智之 3，西﨑和則 3
1
岡山医療センター 耳鼻咽喉科，2 国際医療福祉大学 耳鼻咽喉科，
3
岡山大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科，4 香川労災病院 耳鼻咽喉科，
5
香川県立中央病院 耳鼻咽喉科

O-24

黄色ブドウ球菌エンテロトキシンに対する鼻茸細胞の応答性における
自然リンパ球の制御作用
岡野光博 1,2，檜垣貴哉 2，春名威範 2，假谷 伸 2，小山貴久 2，藤原瑠美 3，趙
牧原靖一郎 4，金井健吾 5，内藤智之 2，西﨑和則 2
1
国際医療福祉大学 耳鼻咽喉科，2 岡山大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科，
3
岡山医療センター 耳鼻咽喉科，4 香川労災病院 耳鼻咽喉科，
5
香川県立中央病院 耳鼻咽喉科

鵬飛 2,3，

OMAAV（１）（13:00 〜 13:50）
座長：村上信五（名古屋市立大学），吉田尚弘（自治医科大学さいたま医療センター）
O-25 ANCA 関連疾患における IgG4 陽性率の検討
道塚智彦 1，岸部 幹 2，片田彰博 2，林 達哉 2，原渕保明 2
1
北見赤十字病院，2 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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4 月 13 日

O-26

初診時 ANCA 陰性であった OMAAV 症例の検討
森田由香，高橋邦行，大島伸介，窪田
新潟大学 耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-27

第２会場

和，泉

修司，高橋奈央，堀井

新

当科で経験した ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）の検討
渡邊千尋，鈴木祐輔，古川孝俊，倉上和也，欠畑誠治
山形大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-28 ANCA 関連血管炎性中耳炎における抗 LAMP-2 抗体発現
立山香織 1，平野 隆 1，鈴木正志 1，岸部 幹 2，原渕保明 2
大分大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

1

O-29

NLRP3 変異が同定された Cryopyrin 関連周期熱症候群 7 例の聴平衡覚所見
野口佳裕 1，伊藤 卓 2，宇佐美真一 1,3
1
信州大学 人工聴覚器，2 東京医科歯科大学

耳鼻咽喉科，3 信州大学

耳鼻咽喉科

扁桃（１）（13:50 〜 14:40）
座長：鈴木幹男（琉球大学），赤木博文（南岡山医療センター）
O-30

掌蹠膿疱症に対する扁桃摘出術の皮疹スコアリングによる客観的評価と
皮疹消失に寄与する因子の検討
高原 幹，平田 結，長門利純，片田彰博，林
旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-31

達哉，原渕保明

掌蹠膿疱症の合併症例の検討
土井 彰 1，福本 晶 1，盛實恵子 1，中須賀彩香 2，高野浩章 2，近澤宏明 3，公文義雄 3，
赤木博文 4
1
高知医療センター 耳鼻咽喉科，2 高知医療センター 皮膚科，
3
近森病院 リウマチ・膠原病内科，
4
独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 耳鼻咽喉科

O-32

当科において口蓋扁桃摘出術を施行した IgA 腎症症例の長期予後
饒波正史，喜友名朝則，鈴木幹男
琉球大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-33

IgA 腎症に対する扁桃摘出ステロイドパルス療法効果不良例の検討
谷水弘毅，阪本浩一，小杉祐季，岩崎成仁，井口広義
大阪市立大学 耳鼻咽喉病態学

O-34

移植後 IgA 腎症再発予防に対する扁摘の有効性の検討
竹本直樹 1，江崎伸一 2，中村善久 2，村上信五 2
1
名古屋第二赤十字病院 耳鼻咽喉科，2 名古屋市立大学病院
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耳鼻咽喉科

4 月 13 日

第２会場

14:40 〜 15:20）
座長：高原
O-35

幹（旭川医科大学），松延

毅（新東京病院）
Red Complex の増加と乳酸菌

carbonhydrate utilization gene の発現
平岡政信，河野正充，保富宗城
和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-36

16S rRNA 解析を用いた検討

IgA

高橋奈央，馬場洋徳，森田由香，堀井
新潟大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-37

IgA
松延 毅 1，松延華子 2
1
医療法人社団誠馨会新東京病院

O-38

新

耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2 自衛隊中央病院

CX3CR1 の検討

IgA

大高隆輝 ，高原 幹 ，原渕保明 2
王子総合病院 耳鼻咽喉科，2 旭川医科大学
1

2

1

― 20 ―

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

腎臓内科

