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Inoshita A, Kasai T, Matsuoka R, Sata N, Shiroshita N, Kawana F, Kato M, Ikeda K,   Age-stratified sex differences in polysomnographic findings and
pharyngeal morphology among children with obstructive sleep apnea.  Journal of Thoracic Disease, 2018 Dec;10(12):6702-6710.

Kusunoki T, Kamiya K, Okada H, Hara S, Furukawa M, Ikeda K, Nakagawa H, Tsukamoto M and Toyoda Y.  Possible Association between Middle Ear
Cholesteatoma and A Single Nucleotide Polymorphism 538G>A in ABCC11, A Human Earwax Type Determinant.  J Mol Genet Med 2018；12（3）：
362

Kusunoki T, Homma H, Kidokoro Y, Yanai A, Hara S, Oba A, Wada R, Ikeda K.  A Large Vocal Fold Polyp Causing Dyspnea.  J Otol Rhinol 2018；7：5

Motegi R, Ito S, Homma H, Ono N, Okada H, Kidokoro Y, Shiozawa A, Ikeda K. Complications of Short-Course Oral Corticosteroids for Eosinophilic
Chronic Rhinosinusitis during Long-Term Follow-Up.  Sinusitis 2018；3（2）：5

Ohba S, Fujimaki M, Kojima M, Yokoyama J, Ikeda K.  A Novel Method of Preventing Pharyngocutaneous Fistula following Salvage Laryngectomy.
ARC Journal of Surgery 2018；4（1）：15-19

Sata N, Tsunoda A, Ono A, Inoshita A, Ikeda K.  A case of soft palate schwannoma that developed with obstructive sleep apnea syndrome
（OSAS）．Otolaryngology Case Reports 2018；9：34-36

Tajima S, Yamauchi K, Higo R, Ikeda K.  A case of ectopic salivary gland of the larynx.  Auris Nasus Larynx 2018；45（3）：633-636

Tajima S, Anzai T, Matsuoka R, Okada H, Ide T, Fujimaki M, Kaya S, Ito S, Ikeda K.  Parapharyngeal Abscesses Caused by Group G Streptococcus.
Case Rep Otolaryngol  2018：7307290

Toriihara A, Nakadate M, Fujioka T, Oyama J, Tsutsumi T, Asakage T, Tsunoda A, Tateishi U.  Clinical Usefulness of 18F-FDG PET/CT for Staging
Cancer of the External Auditory Canal.  Otol Neurotol 2018；39（5）：e370-e375

Tanaka K, Yano T, Homma T, Tsunoda A, Aoyagi M, Kishimoto S, Okazaki M.  A new method for selecting auricle positions in skull base
reconstruction for temporal bone cancer.  Laryngoscope 2018 Mar 25. doi：10.1002/lary.27170
Tsunoda K, Kobayashi R, Kada A, Saito AM, Goto F, Sugiyama Y, Hisa Y, Kondo K, Tsunoda A, Horibe K, Misawa H, Sasaki T, Minako T, Nishino H.
An oral pharyngeal scope for objective oropharyngeal examination：a new device for oropharyngeal study.  Acta Otolaryngol 2018；138（5）：
487-491
Nakagawa H, Toyoda Y, Albrecht T, Tsukamoto M, Praetorius M, Ishikawa T, Kamiya K, Kusunoki T, Ikeda K, Sertel S.  Are human ATP-binding
cassette transporter C11 and earwax associated with the incidence of cholesteatoma?  Med Hypotheses 2018；114：19-22
Tsunoda K. Kobayashi R. Kanda A, Saito AM, Misawa H, Horibe K, Goto F, Tsuonda A, Sasaki T, Takanosawa M, Nishino H, Kondo K, Sugiyama Y,
Hisa Y, Development of an Oropharyngeal Scope with an Integrated Tongue Depressor:NTOP2013 Study.Acta Med Okayama.2018 Dec;72(6):611-
614

Kusunoki T.A simple voice training method for vocal fold polyps that emphasizes abdominal respiration.  J Otol Rhinol 2018, 7;6
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池田勝久　わかりやすい感覚器疾患　Ⅲ感覚器疾患のみかた 嗅覚・味覚　異臭症．日本医師会雑誌　2018, 第147巻特別号（1）162-163

池田勝久，野島暁人　【私はこうしている-鼻科手術編】 各種疾患に対する手術　小児副鼻腔炎．JOHNS, 2018,（0910-6820）34巻9号1258-1260

池田勝久　特集・子どもの中耳炎Q&A　耳漏からMRSAが検出されたらどうするか？　MB ENT 224：67-71, 2018

全著者名、論文名、掲載誌名、掲載年；巻（号）：ページ番号

佐田直子，肥後隆三郎，横井尚子，春山琢男，矢部鮎美，加賀暁人，芳川　洋，池田勝久、　診断に苦慮した右梨状陥凹瘻例．耳鼻咽喉科臨床 2018,（0032-
6313）111巻1号51-56

松岡理奈，日比谷怜美，板倉敦夫，小池卓二，池田勝久　胎児聴性誘発電位と心拍数変化に基づく胎児聴力検査の試み．耳鼻咽喉科ニューロサイエンス 2018, 32巻35-37

神谷和作、蝸牛ギャップ結合を標的とした遺伝性難聴の創薬と治療法の開発、Otology Japan,2018,(0917-2025)28巻 ;２号；Page229-231

神谷和作、内耳と免疫-内耳基礎研究の新展開を求めて- 内耳ケモカイン発現を応用した内耳組織への多能性幹細胞誘導法の開発　耳鼻咽喉科免疫アレルギー 2018, 36巻3号
Page229-231

池田勝久　「花粉-食物アレルギー症候群の病態と治療」に寄せるアレルギー性鼻炎・好酸球性副鼻腔炎の修飾因子　治療への応用．アレルギーの臨床 2018, 0285-6379）38巻
3号244-249

城所淑信、＊楠　威志：　咽喉頭を初発症状としたSteven-Johnson症候群．耳鼻臨床111：,302-303、2018

矢内　彩、和田　了、＊楠　威志：　顎下腺に発生した唾液腺導管癌．耳鼻臨床111：158-159、2018

Ichiro Fukunaga, Osamu Minowa, et al.Generation of inner ear Cx26-gap junction plaque forming cells derived from induced pluripotent stem cellsl,
41st ARO annual midwinter meeting, San Diego, USA, Feb 13, 2018

Ichiro Fukunaga, Osamu Minowa, et al. Disease modelling of GJB2 related hearing loss with induced pluripotent stem cell, 41st ARO annual
midwinter meeting, San Diego, USA, Feb 12, 2018

Ikeda.K, Postperative management of eosinophillic chronic rhinosinusitis, 17th Korea-Japan joint meeting of ORL-HNS, 2018.4

Ikeda.K, Complications of short-course oral corticosteroids for eosinophilic chronic rhinosinusitis during long- term follow-up, European Rhinology
Symposium, 2018.4

Ikeda.K, Molecular mechanisms and fundamental therapies for a mouse model of Gjb2-related deafness, EASO2018, 2018.5

Ichiro.F, Generation of Stem Cell derived inner ear Connexin 26 gap junction plaque forming cells, 55th Inner ear Biology Workshop,
Berlin(Germany), 2018.9

城所淑信、本間博友、矢内彩、原聡、小林優子、＊楠　威志：頸部への裁縫による反復自傷の１例. 額帯鏡 58:12-17、2018

楠　威志、本間博友、城所淑信、矢内彩、原聡、小林優子：災害時医療機関機能停止時における、気道系疾患に対する「自宅でできる腹式呼吸を重点に置いた音声訓練法」の有
用性.平成29年度　静岡災害医学研究センター紀要　58－59,2018．
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国内学会発表 1

国内学会発表 2

国内学会発表 3

国内学会発表 4

国内学会発表 5
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国内学会発表 7
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山内宏一、海外旅行と耳鼻科診療関連疾患、第148回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、御茶ノ水センタービル4階　第2会議室、2018年6月21日

伊藤伸、上顎洞病変への対応、第149回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、御茶ノ水センタービル4階　第2会議室、2018年7月26日

井出拓磨、アレルギー性鼻炎におけるLMIR3の役割の検討 、第150回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、御茶ノ水センタービル4階　第2会議室、2018年8月9日

野島 曉人、賀屋 勝太, 伊藤 伸, 池田 勝久、当科における小児副鼻腔炎症例の検討、第57回日本鼻科学会 、星野リゾートOMO7旭川、2018年9月27～29日

伊藤 伸,藤山 大輝, 中村 真浩, 小池 卓二, 池田 勝久、内視鏡下副鼻腔手術(ESS)における微小眼球・眼窩振動測定、第57回日本鼻科学会、星野リゾートOMO旭川、2018
年9月27～29日

全著者名、書籍名、出版社名、出版年；巻（号）：ページ番号等

池田勝久　今日の耳鼻咽喉科・頭頸部外科治療指針　頬骨骨折、　医学書院　2018,　第4版，346-347

池田勝久、当病院紹介症例に関するご報告～アレルギー性鼻炎を中心に～、第15回東京・茶崖耳鼻咽喉科病診連携懇話会、山の上ホテル 「銀河」、2018年8月30日
松野 栄雄、アレルギー性鼻炎におけるデザレックス錠の役割、第6回順天堂練馬ＥＮＴ病診連携懇話会、ホテルメトロポリタン池袋、2018年9月20日

池田勝久、鼻科診療におけるpitfall：アレルギー炎症、感染症、感染防止対策、第120回耳鼻咽喉科学会群馬県地方部会学術講演会、群馬ロイヤルホテル2F　まゆだま、2018
年12月2日

発表者名、発表タイトル（題目・演題・課題等）、学会名、場所、発表年月日等

佐田直子、睡眠時無呼吸症候群を潜在的に合併していた軟口蓋神経鞘腫の一症例、第143回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、庭のホテル　東京「燦」、2018年     1月
18日

鈴木陽、声門局所進行癌に対する動注療法の検討、第144回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、お茶の水センタービル４階　　第２会議室、2018年2月15日

大峽慎一、今後の頭頸部癌治療の展望について、第145回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、お茶の水センタービル４階　　第２会議室、2018年3月15日

春山琢男　アレルギー性鼻炎の新たな治療　第146回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、御茶ノ水センタービル4階　第2会議室、2018年4月12日

大峽慎一、当科における頭頸部癌治療の現状と展望、第147回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、御茶ノ水センタービル4階 第2会議室、2018年5月10日

松野 栄雄、低音障害型感音難聴とストレス、第151回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、御茶ノ水センタービル4階　第2会議室、2018年9月14日

賀屋　勝太、当院でのコブレーターの実態、第152回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、御茶ノ水センタービル4階　第2会議室、2018年10月11日

園田 健二、当科で経験した咽喉頭症状を呈した不完全hunt症候群の7例、第154回御茶ノ水耳鼻咽喉・頭頸科治療研究会、TKP御茶ノ水カンファレンスセンター ホール2E、2018
年12月20日

楠　威志:　近年の結核の動向と頸部リンパ節結核の診療ポイント　耳鼻臨床111：786-787、2018．
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中村 真浩、池田 勝久、鼻粘膜におけるTh2炎症に対する粘膜インピーダンスモニタリングの検討、第57回日本鼻科学会、星野リゾートOMO旭川、2018年9月27～29日

田中 久美子、角田 篤信, 安齋 崇, 松野 栄雄, 池田 勝久、側頭部腫脹を呈したムコーズス中耳炎・乳様突起炎の一例、第28回日本耳科学会、大阪国際会議場（グランキューブ
大阪）2018年10月3日～6日

佐田 直子, 井下 綾子, 池田 勝久、成人重症閉塞性睡眠時無呼吸症の病態的特徴の検討、第31回日本口腔・咽頭科学会、愛知県産業労働センター　ウインクあいち、2018年9
月13日～14
齋川 雄一郎、 角田 篤信, 佐田 直子, 池田 勝久、口蓋扁桃摘出術後出血を契機に血友病が発見された1症例、第31回日本口腔・咽頭科学会、愛知県産業労働センター　ウイ
ンクあいち、2018年9月13日～14

中村 真浩, 池田 勝久、鼻粘膜におけるTh2炎症に対する粘膜インピーダンスモニタリングの検討、第119回日本耳鼻咽喉科学会、パシフィコ横浜、2018年5月30日～6月2日

茂木 怜美, 松岡 理奈, 池田 勝久、心拍数計測法による胎児聴力検査の試み、第119回日本耳鼻咽喉科学会、パシフィコ横浜、2018年5月30日～6月2日

原 聡、楠 威志, 池田 勝久、ステロイド療法・PGE1療法と併用した高圧酸素療法の有用性、第28回耳科学会、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）2018年10月3日～6日

原 聡, 楠 威志, 池田 勝久、重症突発性難聴に対するステロイド療法とプロスタグランジンE1に加えた高圧酸素療法の有用性、第63回日本聴覚医学会、神戸国際会議場、2018
年10月17日～19日

大峡 慎一, 藤巻 充寿, 小島 雅貴, 横山 純吉, 池田 勝久、頭頸部癌ルビエールリンパ節に対する経口的郭清術、第31回日本口腔・咽頭科学会、愛知県産業労働センター　ウイン
クあいち、2018年9月13日～14

古川 正幸, 岡田 弘子, 原 聡, 池田 勝久、両側鼓室硬化症に対する両側アブミ骨手術の1症例、第28回耳科学会、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）2018年10月3日～
6日
神谷 和作、 白井 杏湖, 河野 淳, 美野輪 治, 池田 勝久、GJB2変異型遺伝性難聴に対する疾患モデル細胞の開発と応用、第28回耳科学会、大阪国際会議場（グランキューブ
大阪）2018年10月3日～6日

田中 久美子, 角田 篤信, 木村 優里, 池田 勝久、めまい・難聴で発症した乳癌頭蓋底転移症例、第77回めまい学会、ホテルニュータナカ ／ ホテルかめ福、2018年11月28日～
30日
木村 優里, 角田 篤信, 田中 久美子, 池田 勝久、めまい・平衡障害患者における住居の問題点についての検討、第77回めまい学会、ホテルニュータナカ ／ ホテルかめ福、2018年
11月28日～30日
角田 篤信, 田中 久美子, 木村 優里, 池田 勝久、眼球運動検査装置用プログラム"yVOG(ワイボーグ)"の使用経験、第77回めまい学会、ホテルニュータナカ ／ ホテルかめ福、
2018年11月28日～30日

茂木 怜美, 松岡 理奈, 小池 卓二, 池田 勝久、心拍数計測法による胎児聴力検査の試み、第63回日本聴覚医学会、神戸国際会議場、2018年10月17日～19日

岡田 弘子、古川 正幸, 池田 勝久、MMFに対し軟骨接合型Long PORPを用いた鼓室形成術を施行した1症例、第28回耳科学会、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
2018年10月3日～6日

井下 綾子, 佐田 直子, 池田 勝久、重度閉塞性睡眠時無呼吸症の治療に苦慮したダウン症児症例、第31回日本口腔・咽頭科学会、愛知県産業労働センター　ウインクあいち、
2018年9月13日～14日

安齋 崇、田 篤信, 池田 勝久、癒着性中耳炎に対し生理食塩水鼓室内注入による鼓膜の岬角からの剥離術を行った1例、第28回耳科学会、大阪国際会議場（グランキューブ大
阪）2018年10月3日～6日
美野輪 治, 神谷 和作, 池田 勝久、細胞内カルシウム隔離障害による進行性聴力損失の経路、第28回耳科学会、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）2018年10月3日～6
日

井下 綾子, 松岡 理奈, 川名 ふさ江, 加藤 光恵, 葛西 隆敏, 池田 勝久、閉塞性睡眠時無呼吸症の治療によっててんかん症状が安定した小児症例の検討、第43回日本睡眠学
会、札幌コンベンションセンター、2018年7月11～13日
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田島 勝利, 安斎 崇, 佐田 直子, 小野 倫嗣, 角田 篤信, 池田 勝久、チークエキスパンダーを用いた口蓋扁桃摘出術、第80回耳鼻咽喉科臨床学会、パシフィコ横浜　会議セン
ター、2018年6月29日～30日
小林 優子, 楠 威志, 本間 博友, 城所 淑信, 原 聡, 池田 勝久、壊死性筋膜炎を発症した顔面神経麻痺を伴う急性耳下腺炎の1症例、耳鼻咽喉科臨床 補冊(0912-1870)補
冊153 Page78(2018.06)、
角田 篤信, 小野 倫嗣, 安齋 崇, 佐田 直子, 池田 勝久、内視鏡下副鼻腔手術が奏功した乳児眼窩蜂窩織炎の1例、第80回耳鼻咽喉科臨床学会、パシフィコ横浜　会議セン
ター、2018年6月29日～30日
鈴木 陽, 大峡 慎一, 小島 雅貴, 藤巻 光寿, 池田 勝久、Nivolumabによる自己免疫疾患関連有害事象として水疱性類天疱瘡を発症した1例、第42回頭頸部癌学会、京王プ
ラザホテル、2018年6月14日～15日
小島 雅貴, 大峡 慎一, 藤巻 充寿, 鈴木 陽, 池田 勝久、脳転移の摘出によりQOLを維持できた頭頸部癌の2例、第42回頭頸部癌学会、京王プラザホテル、2018年6月14日～
15日
藤巻 充寿, 大峡 慎一, 小島 雅貴, 池田 勝久、根治治療として手術を施行したp16陽性中咽頭癌の臨床病理学的検討、第42回頭頸部癌学会、京王プラザホテル、2018年6月
14日～15日

藤巻 充寿, 大峡 慎一, 小島 雅貴, 池田 勝久、副咽頭間隙良性腫瘍に対する経口切除術の経験、第80回耳鼻咽喉科臨床学会、パシフィコ横浜　会議センター、2018年6月29
日～30日
野島 曉人, 本間 博友, 城所 淑信, 池田 勝久、前立腺癌の蝶形骨洞転移による眼窩先端症候群症例、第80回耳鼻咽喉科臨床学会、パシフィコ横浜　会議センター、2018年6
月29日～30日
佐田 直子, 角田 篤信, 小野 倫嗣, 濱田 美帆子, 池田 勝久、睡眠時無呼吸症候群を潜在的に合併していた軟口蓋神経鞘腫の1症例、第80回耳鼻咽喉科臨床学会、パシフィコ
横浜　会議センター、2018年6月29日～30日

松岡 理奈, 日比谷 怜美, 板倉 敦夫, 小池 卓二, 池田 勝久、胎児聴性誘発電位と心拍数変化に基づく胎児聴力検査の試み、第36回耳鼻咽喉科ニューロサイエンス研究会、ホテ
ルグランヴィア大阪20階　鳳凰、2018年8月25日

楠 威志, 本間 博友, 城所 淑信, 矢内 彩, 原 聡, 大庭 亜由子, 園田 健二, 芳川 瑛久, 神谷 和作, 畠山 佳欧里, 岡田 弘子, 古川 正幸, 池田 勝久、耳垢の決定遺伝子
ABCC11と中耳真珠腫の発症リスク、第119回日本耳鼻咽喉科学会、パシフィコ横浜、2018年5月30日～6月2日
角田 篤信, 小野 倫嗣, 安齋 崇, 佐田 直子, 濱田 美帆子, 池田 勝久、経乳突顔面神経減荷術における迷路部の開放　キヌタ骨の一時的除去は必要か?、第119回日本耳鼻咽
喉科学会、パシフィコ横浜、2018年5月30日～6月2日

古川 正幸、 岡田 弘子, 安斎 崇, 池田 勝久、鼓室硬化症に対するアブミ骨手術、第119回日本耳鼻咽喉科学会、パシフィコ横浜、2018年5月30日～6月2日

木村 優里, 角田 篤信, 田中 久美子, 小野 倫嗣, 池田 勝久、気道狭窄を来した高齢者側索咽後膿瘍の1例、第6回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会会、石川県教育会
館、2018年9月7日～8日
田中 久美子, 角田 篤信, 木村 優里, 小野 倫嗣, 池田 勝久、小児急性乳様突起炎の2症例　排膿法の工夫について、第6回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会会、石川県
教育会館、2018年9月7日～8日
小島 雅貴, 大峡 慎一, 藤巻 充寿, 堀 賢, 池田 勝久、当院の耳鼻咽喉科診療における感染対策の取り組み、第6回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会会、石川県教育会
館、2018年9月7日～8日
安田 愛来, 中村 真浩, 角田 篤信, 肥後 隆三郎, 池田 勝久、ムンプスウイルス感染症に伴う喉頭浮腫を来した3例、第6回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会会、石川県教
育会館、2018年9月7日～8日
小林 優子, 肥後 隆三郎, 春山 琢男, 山内 宏一, 塩澤 晃人, 陶 美梨, 大庭 亜由子, 井出 琢磨, 池田 勝久、不明熱の原因として腎血管筋脂肪腫が疑われた1症例、第6回日
本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会会、石川県教育会館、2018年9月7日～8日

中村 真浩, 池田 勝久、ヒト鼻副鼻腔粘膜におけるS100A7によるfilaggrin増強作用の検討、第36回耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会、海峡メッセ下関、2018年2月22～24日

大峡 慎一、 藤巻 充寿, 小島 雅貴, 鈴木 陽, 横山 純吉, 池田 勝久、当科における耳下腺癌の検討　術前診断の重要性、第42回頭頸部癌学会、京王プラザホテル、2018年6
月14日～15日
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区分 番号 国際共同

特別講演・
招待講演 1

特別講演・
招待講演 2

特別講演・
招待講演 3

特別講演・
招待講演 4

特別講演・
招待講演 5

特別講演・
招待講演 6

特別講演・
招待講演 7

特別講演・
招待講演 8

特別講演・
招待講演 9

神谷　和作, 美野輪　治,他, GJB2 変異型遺伝性難聴に対する疾患モデル細胞の開発と応用,第28回日本耳科学会, 大阪, 2018年10月4日

保科 卓成, 池田 勝久、携帯型音楽プレイヤーによる無意識下の過大音刺激による蝸牛障害危険性の定量的評価、第63回音声言語医学会、久留米シティプラザ、2018年10月
11日～12日
佐田 直子, 肥後 隆三郎, 横井 尚子, 春山 琢男, 矢部 鮎美, 加賀 暁人, 芳川 洋, 池田 勝久、診断に苦慮した右梨状陥凹瘻例、第80回耳鼻咽喉科臨床学会、パシフィコ横
浜　会議センター、2018年6月29日～30日

美野輪　治, Ca2+-ATPase変異による進行性聴力障害について.　第36回耳鼻咽喉科ニューロサイエンス研究会, 大阪, 2018年8月25日

日比谷 怜美, 松岡 理奈, 池田 勝久、心拍数計測法による胎児聴力検査の開発、第63回音声言語医学会、久留米シティプラザ、2018年10月11日～12日

上野友樹、林礼人、福田太郎、吉澤秀和、伊勢友加里、須賀康、高森健二、肥後隆三郎、耳垂部表面に生じた腺様嚢胞癌の治療経験、第３４回日本皮膚悪性腫瘍学会、アク
トシティ浜松、2018年７月６日～７日

本間博友、眼窩壁骨折にて視神経屈曲を来した１症例、第７２回静岡手術手技研究会、ルネッサンスリゾートナルト（徳島県）2018年５月11日～12日

賀屋　勝太、越谷市立病院でのコブレーターを使用した扁桃摘出手術、第130回日耳鼻埼玉県地方部会、2018年

池田勝久、耳鼻診療におけるpitfall: アレルギー炎症、感染症、感染防止対策、第120回日本耳鼻咽喉科学会　群馬地方部会　学術講演会、2018年12月2日

神谷和作、「内耳と免疫　内耳基礎研究の新開発を求めて-」内耳ケモカイン発現を応用した内耳組織への多様性幹細胞誘導法の開発、第36回耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会、海
峡メッセ下関、2018年2月22日～24日

発表者名、演題、学会名、場所、発表年月日等

伊藤伸、藤山大輝、小池卓二、池田勝久、内視鏡下副鼻腔手術（ESS）における微小眼球・眼窩振動測定、第20 回耳鼻咽喉科手術支援システム・ナビ研究会、チサン ホテル
宇都宮、2018 年11 月10 日

中村　真浩、アレルギー性鼻炎の話、平成３０年「鼻の日」記念講演会、東京慈恵会医科大学　大学２号館講堂、2018年8月5日

小島崇史、池田勝久、肥後隆三郎、春山琢男、山内宏一、塩澤晃人、小林優子、陶美梨、中島早百合、第70回日本気管食道学会、TKPガーデンシティ品川（SHINAGAWA
GOOS 1階）、2018年11月8日～9日
原聡、本間博友、城所淑信、本間彩、大庭亜由子、楠威志、急性扁桃炎を契機として発症したLemierre症候群、第6回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会、石川県教育学
会、2018年9月7日～8日

原聡、急性扁桃炎を契機として発症したLemierre症候群、第49回日本嫌気性菌感染症学会、広島大学　霞キャンパス　広仁会館　1階、2018年3月2日～3日

塩澤晃人、前頭洞より波及した鼻性眼窩内合併症の1 例、第80回耳鼻咽喉科臨床学会パシフィコ横浜 会議センター、2018年6月29日～30日

角田篤信、めまいupdate、第23回板橋区医師顔学術講演会、板橋区立文化会館、2018年12月15日

角田篤信、耳鼻咽喉科のアレルギー性疾患～花粉症から外耳道湿疹まで、第一回大島アレルギーフォーラム　大島医療センター、2018年　12月19日

角田篤信、患者サポートアプリケーション　コンシェルジュの導入、第34回耳鼻咽喉科情報処理研究会、興和株式会社東京支店、2018年7月14日



特別講演・
招待講演 10 池田勝久、医療機器を取り巻く感染対策：アレルギー性炎症疾患も含めて、アレルギー性鼻炎治療講演会㏌秋田2018、2018年12月13日
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