4 月 14 日

4 月 14 日（金）第１会場 （３階

第１会場

彩雲の間）

モーニングセミナー１（8:00 〜 8:50）
司会：坂東伸幸（北斗病院）
MS-1 「シラカンバ花粉症患者の口腔アレルギー症候群と喉頭アレルギー」
片田彰博（旭川医科大学

耳鼻咽喉科 ･ 頭頸部外科）

腫瘍分子（１）（9:00 〜 10:30）
座長：猪原秀典（大阪大学），吉崎智一（金沢大学）
O-39 【演題取り下げ】
O-40

3 細胞間タイト結合蛋白 LSR の頭頸部扁平上皮癌における発現と役割
垣内晃人 1，角木拓也 3，高野賢一 1，金子躍人 1，黒瀬 誠 1，近藤 敦 1，幸野貴之 2，
氷見徹夫 1，小島 隆 2
1
札幌医科大学 耳鼻咽喉科，2 札幌医科大学 フロンティア医学研究所 細胞科学部門，
3
斗南病院 耳鼻咽喉科

O-41 中咽頭癌における G タンパク質共役受容体遺伝子のプロモーター領域の
メチル化について
三澤 清，峯田周幸
浜松医科大学 耳鼻咽喉科

O-42 乳酸菌による頭頸部扁平上皮癌の増殖抑制効果の検討
片桐克則，志賀清人
岩手医科大学 頭頸部外科

O-43

IL2 搭載 HSV アンプリコンベクターによる抗腫瘍効果の検討
江崎伸一 1,2，五島 典 2，中村善久 1，鈴木元彦 1，村上信五 1
1
名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科，2 名古屋大学 ウイルス学

O-44 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，阿河光治，上野貴雄，吉崎智一
金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-45 上咽頭癌はアレルゲン特異的 IgE においてもユニークである
室野重之 1，中西清香 2，近藤 悟 2，脇坂尚宏 2，吉崎智一 2
1
福島県立医科大学 耳鼻咽喉科，2 金沢大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

― 21 ―

4 月 14 日

O-46

第１会場

咽頭におけるヒトパピローマウイルス感染の検出
―含嗽による細胞回収と咽頭洗浄による細胞回収の比較―
猪原秀典
大阪大学

O-47

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

G-CSF and/or EGFR expressions of anaplastic thyroid cancer cells -clinical implication川内秀之，青井典明，森倉一朗，清水保彦
島根大学 耳鼻咽喉科

奨励賞応募演題（10:30 〜 12:06）
座長：吉川
S-1

衛（東邦大学大橋病院），太田伸男（東北医科薬科大学）

ヒト気道上皮細胞におけるペリオスチン産生の検討
洲崎勲夫 1,2，田名部 毅 2,3，浅野和仁 4，水吉朋美 1，渡邊 荘 1,5，小林一女 1,2，
Bruce K Rubin2
1
昭和大学 耳鼻咽喉科，2 ヴァージニア州立大学，3 長野県信濃町立信越病院，
4
昭和大学 保健医療学部生理学研究室，5 国立国際医療センター国府台病院

S-2

頭頸部癌に対する抗腫瘍ウイルス HF10 の抗腫瘍効果
江崎伸一 1,2，五島 典 2，中村善久 1，鈴木元彦 1，村上信五 1
名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科，2 名古屋大学 ウイルス学

1

S-3

好酸球性炎症における気道上皮細胞と好塩基球の相互作用
松本晃治，神前英明，清水猛史
滋賀医科大学 耳鼻咽喉科

S-4

IgG4 関連涙腺・唾液腺炎の病変部位における濾胞ヘルパー T 細胞の
機能的役割
亀倉隆太 1,2，高野賢一 1，伊藤史恵 1,2，一宮慎吾 2，氷見徹夫 1
札幌医科大学 耳鼻咽喉科，2 札幌医科大学 フロンティア医学研究所

1

S-5

免疫制御医学

SEMA4A の好酸球性副鼻腔炎病態への寄与
前田陽平 1，識名 崇 2，端山昌樹 1，津田 武 1，武田和也 1，猪原秀典 1
1
大阪大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2 市立池田病院 耳鼻いんこう科

S-6

ナローバンド UVB が HeLa 細胞および TDI アレルギー性鼻炎モデルラット
のヒスタミン H1 受容体遺伝子発現亢進に与える影響
藤井達也 1，北村嘉章 2，水口博之 3，福井裕行 4，武田憲昭 2
JA 高知病院 耳鼻咽喉科，2 徳島大学 耳鼻咽喉科，3 徳島大学薬学部
4
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 分子難治性疾患学

1

S-7

分子情報薬理学，

気道上皮細胞における短鎖脂肪酸による tissue plasminogen activator（t-PA）
の産生
意元義政，高林哲司，坂下雅文，徳永貴広，成田憲彦，藤枝重治
福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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4 月 14 日

S-8

第１会場

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
金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ランチョンセミナー２（12:10 〜 13:00）
司会：洲崎春海（昭和大学
LS-2 「上下気道

名誉教授）

気道炎症制御における局所ステロイド薬の役割」

朝子幹也（関西医科大学総合医療センター

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

総会（13:05 〜 13:35）
シンポジウム「頭頸部癌免疫療法のブレークスルー，現状と未来」（13:40 〜 15:10）
司会：近松一朗（群馬大学），小林博也（旭川医科大学病理学）
SP-1 「鼻性 NK/T 細胞リンパ腫に対する革新的免疫療法の開発」
長門利純（旭川医科大学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

SP-2 「免疫チェックポイント分子と頭頸部癌における骨髄系細胞の動向」
坂倉浩一（群馬大学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

SP-3 「上咽頭癌と免疫療法」
近藤

悟（金沢大学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

SP-4 「頭頸部癌に対する NKT 免疫細胞治療と今後の展開」
櫻井大樹（千葉大学

耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）

特別講演（15:10 〜 16:10）
司会：藤枝重治（福井大学）
SL 「Designing effective cancer vaccines by mimicking viral infections」
Esteban Celis (Georgia Cancer Center, Augusta University, Augusta, Georgia USA)
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4 月 14 日

第１会場

領域講習２（16:10 〜 17:10）
司会：山中

昇（藤沢御所見病院）

「IgA 腎症の発症・進展における扁桃粘膜免疫異常」
鈴木祐介 1,2（1 順天堂大学大学院 腎臓内科学，2 順天堂大学医学部 腎臓内科）
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4 月 14 日

4 月 14 日（金）第２会場 （３階

第２会場

景雲の間）

アレルギー・好酸球性炎症（１）（9:00 〜 10:30）
座長：増山敬祐（山梨大学），大久保公裕（日本医科大学）
O-48

成育環境が大学生のアレルギー性鼻炎罹患に与える影響
西嶌大宣 1，柳元伸太郎 2，鈴木さやか 1,2，近藤健二 1，山岨達也 1
1
東京大学 耳鼻咽喉科，2 東京大学 保健・健康推進本部

O-49

小児アレルギー性鼻炎診断についての検討
米倉修二，櫻井利興，舩越うらら，伊原史英，櫻井大樹，花澤豊行，岡本美孝
千葉大学 耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

O-50

小児における鼻汁中非特異的 IgE の陽性率の検討
横山裕子 1，中村陽祐 1，森實理恵 1，榎本雅夫 2，竹内裕美 1
鳥取大学 感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科，2 NPO 日本健康増進支援機構

1

O-51

当院における好酸球性副鼻腔炎粘膜における IgE 局所増多の検討
若山 望 1，高原恵理子 1，松根彰志 1，大久保公裕 2，北山康彦 3
1
日本医科大学武蔵小杉病院 耳鼻科，
2
日本医科大学付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科，
3
日本医科大学武蔵小杉病院 病理診断科

O-52

イメージングマススペクトロメトリーを用いた慢性副鼻腔炎組織の
脂肪酸解析
坂下雅文 1，二之宮貴裕 1，早坂孝宏 2，正木紀隆 2，瀬藤光利 2，藤枝重治 1
1
福井大学 耳鼻咽喉科，2 浜松医科大学 細胞分子解剖学

O-53

慢性副鼻腔炎における副鼻腔粘膜組織中 IgE と組織中好酸球数との関係
太田 康 1，佐藤俊哉 2，船越達朗 3，池宮城慶寛 1，鈴木光也 1
東邦大学 耳鼻咽喉科（佐倉），2 東邦大学医療センター佐倉病院
3
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

1

O-54

臨床検査科，

鼻茸組織における好酸球遊走能の検討― DP1 と CRTH2 の役割―
齋藤秀和，本田耕平
秋田大学 耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-55

鼻茸線維芽細胞のヒアルロン酸合成酵素遺伝子発現における PGD2 の関与
金井健吾 1，岡野光博 2,3，檜垣貴哉 3，春名威範 3，小山貴久 3，藤原瑠美 4，牧原靖一郎 5，
内藤智之 3，仮谷 伸 3，西﨑和則 3
1
香川県立中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科，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 岡山医療センター 耳鼻咽喉科，
5
香川労災病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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4 月 14 日

O-56

第２会場

アスピリン喘息鼻茸における活性化好酸球と PGD2 受容体の発現，
経口ステロイド投与による影響
鈴木倫雄，大村修士，寺田哲也，河田 了
大阪医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ランチョンセミナー３（12:10 〜 13:00）
司会：竹中

洋（大阪医科大学

名誉教授）

LS-3 「ダニアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法―黎明期〜未来へ」
上條

篤（山梨大学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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