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耳鼻咽喉科学講座 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Murono S, Yoshida H, Kobayashi T, Kawase T, Kikuchi D, Suzuki T, Nakanishi Y, Endo K, Kondo S, 
Wakisaka N, Yoshizaki T. Multifocal human papillomavirus detection in palatine and pharyngeal tonsils. Acta 
Oto-laryngologica. 201805; 138(5):483-486. 
 
Saijoh S, Matsuzuka T, Sato H, Suzuki M, Ikeda M, Suzuki R, Nakaegawa Y, Omori K. Long-term outcomes 
of alternating chemoradiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: a single-centre experience 
over the last decade. Acta Otorhinolaryngologica Italica. 201804; 38(2):103-108. 
 
Matsuzuka T, Suzuki M, Ikeda M, Sato K, Fujimoto J, Hosaka R, Tanji Y, Soeda S, Murono S. A case 
grafted with polyglycolic acid sheets and fibrin glue for protection after temporary resection of a metastatic 
cervical skin tumor. Auris, Nasus, Larynx. 201804; 45(2):384-387. 
 
Ohira T, Takahashi H, Yasumura S, Ohtsuru A, Midorikawa S, Suzuki S, Matsuzuka T, Shimura H, 
Ishikawa T, Sakai A, Yamashita S, Tanigawa K, Ohto H, Kamiya K, Suzuki S; Fukushima Health 
Management Survey Group. Associations Between Childhood Thyroid Cancer and External Radiation Dose 
After the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident. Epidemiology. 201807; 29(4):e32-e34. 
 
Midorikawa S, Ohtsuru A, Murakami M, Takahashi H, Suzuki S, Matsuzuka T, Shimura H, Ohira T, Suzuki 
SI, Yasumura S, Yamashita S, Ohto H, Tanigawa K, Kamiya K. Comparative analysis of the growth pattern 
of thyroid cancer in young patients screened by ultrasonography in Japan after a nuclear accident: The 
Fukushima Health Management Survey. JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery. 201801; 144(1):57-63. 
 
Shimizu M, Matsuzuka T, Matsumi F, Ogawa H, Murono S. Change of Tinnitus with Xenon Phototherapy of 
the Stellate Ganglion. Photomedicine and Laser Surgery. 201808; 36(9):468-471. 
 
清水雅子, 松見文晶, 室野重之. 末梢性めまい疑いにて耳鼻咽喉科を受診した危険なめまい症例の検討. 
Equilibrium Research. 201808; 77(4):253-259. 
 
菊地大介, 今泉光雅, 大槻好史, 室野重之. 中耳真珠腫進展度と鼓索神経損傷および術前CT評価との関連につ

いて. Otology Japan. 201812; 28(5):663-667. 
 
大槻好史, 今泉光雅, 菊地大介, 室野重之. 鼓膜穿孔に対する評価基準作成の試み 適切な術式選択のために. 
Otology Japan. 201812; 28(5):675-680. 
 
谷亜希子, 川瀬友貴, 仲江川雄太, 多田靖宏. 気管孔レティナ使用者の治療経過. 日本気管食道科学会会報. 
201802; 69(1):7-12. 

－265－



 
〔総説等〕 
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会福島県地方部会学術講演会; 20180325; 福島. 抄録. 2. 
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