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遠藤達矢, 伊藤俊一, 小俣純一, 福田宏成, 岩渕真澄, 白土 修. 成人脊柱変形手術患者に対する術前リハビ
リテーションは術後 QOL を向上させる. 第 26 回日本腰痛学会; 20181026-27; 浜松.
遠藤達矢, 伊藤俊一, 岩渕真澄, 白土 修. 日本版側弯症 QOL 質問表(SJ27)の妥当性および特異性評価. 第 52
回日本側彎症学会学術集会; 20181102-03; 東京.
平田 海, 白土 修, 阿部真典, 木川卓也, 遠藤達矢, 岩渕真澄. 弯装具のコンプライアンスが評価可能な新
しいモニタリングシステムの開発. 第 52 回日本側彎症学会学術集会; 20181102-03; 東京.
福田宏成, 波入雄大, 富永亮司, 岩渕真澄, 白土 修. 成人脊柱変形手術における XLIF ケージの至適位置に関
する X 線学的検討. 第 52 回日本側彎症学会学術集会; 20181102-03; 東京.
福田宏成, 白土 修, 岩渕真澄. 脊髄癆による Charcot spine に下肢症状を伴わない対麻痺を呈した硬膜外血腫
の 1 例. 第 53 回日本脊髄障害医学会; 20181122-23; 名古屋.

会津医療センター 耳鼻咽喉科学講座
論

文

〔原 著〕
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.
小川 洋. 【わかりやすい感覚器疾患】 感覚器疾患の検査法 聴覚・平衡覚 聴器の画像検査. 日本医師会雑誌.
201806; 147(特別 1):S218-S219.

〔総説等〕
小針健大. 地震における医療支援－DMAT，JMAT を中心に－. ENTONI. 201812; (226):15-22.

〔症例報告〕
小川 洋. 耳小骨奇形と鑑別が困難であった先天性中耳真珠腫. Otology Japan. 201809; 28(4):575.

〔その他〕
小川 洋. 【耳の検査のコツとピットフォール】聴器画像検査 外耳、中耳. JOHNS. 201807; 34(7):901-905.
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小川 洋, 山内智彦, 小針健大. CBCT による含歯性嚢胞の画像評価. 日本鼻科学会会誌. 201809; (3):561.

著 書・訳 書
小川 洋. 25 耳鼻咽喉科疾患 滲出性中耳炎. In: 福井次矢, 高木 真, 小室一成 総編集. 今日の治療指針 2018
年版. 東京: 医学書院; 201801. p.1527-1528.

研究発表等
〔研究発表〕
Ogawa H, Matsui T, Kikuchi D, Arakawa A, Yokoyama S, Yamauchi T. CMV in an adolescent with unilateral
hearing loss. 6th EAST Asian Symposium on Otology; 20180524-26; Seoul, Korea.
Matsuzuka T, Uemura H, Yoshimoto S, Miura K, Shiotani A, Sugasawa M, Homma A, Yokoyama J,
Tsukahara K, Yoshizaki T, Yatabe Y, Kobari T, Kosuda S, Murono S, Hasegawa Y. Attempting to Define
Sentinel Node Micrometastasis in Oral Squamous Cell Carcinoma. International Sentinel Node Society
Biennial Meeting ISNS2018; 20181018-19; Tokyo.
松塚 崇, 上村裕和, 吉本世一, 三浦弘規, 塩谷彰浩, 菅澤 正, 本間明宏, 横山純吉, 塚原清彰, 吉崎智
一, 小針健大, 室野重之, 長谷川泰久. 口腔がんセンチネルリンパ節ナビゲーション頸部郭清術における微小転
移の定義の試み. 第 28 回日本頭頸部外科学会学術講演会; 20180125-26; 宇都宮.
山内智彦, 横山秀二. 炭酸水を用いた超音波検査により嚥下機能評価の試み（中間報告）. 第 41 回日本嚥下医学
会総会ならびに学術講演会; 20180210; 仙台.
小川 洋, 山内智彦, 小針健大, 横山秀二, 一條研太郎. ピル服用により症状悪化が疑われた耳硬化症の一例.
第 14 回信越耳鼻咽喉科セミナー; 20180303; 南魚沼郡湯沢町.
横山秀二, 小針健大, 小川 洋. 頸部リンパ節結核に骨髄異形成症候群を合併した１例. 第 131 回日耳鼻福島県
地方部会学術講演会; 20180325; 福島.
小針健大, 松塚 崇, 鈴木政博, 川瀬友貴, 横山秀二, 小川 洋, 室野重之. 口腔がんセンチネルリンパ節ナ
ビゲーション頸部郭清術における微小転移の定義の試み－福島県立医科大学での研究について－. 第 20 回 SNNS
研究会学術集会; 20181010-11; 東京.
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ョン頸部郭清術における転移巣の大きさの検討. 第 20 回 SNNS 研究会学術集会; 20181010-11; 東京.
横山秀二, 鈴木明美, 鈴木香菜, 小針健大, 小野美穂, 小川 洋. 当院における入院時全例嚥下スクリーニン
グの導入. 第 132 回日耳鼻福島県地方部会学術講演会; 20181202; 福島.
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〔特別講演〕
小川 洋. スギ・ヒノキ花粉症に対する治療方針. 伊達医師会学術講演会; 20180117; 伊達.
小川 洋. サイトメガロウィルスと聴覚障害. 第 5 回高知県ヒアリング勉強会; 20181110; 南国.

〔その他〕
小川 洋. 花粉症について. 平成 29 年度第 10 回健康教室; 20180216; 会津若松.
小川 洋. 花粉症治療に対する治療方針について. 大鵬薬品工業社内研修会; 20180305; 会津若松.
横山秀二. 花粉症治療 update について. 大鵬薬品工業株式会社社内研修会; 20180305; 会津若松.
小川 洋. 上手につきあいましょう喘息・花粉症～花粉症についてのお話し～. アレルギー週間 市民公開講座;
20180324; 会津若松.
小川 洋. CBCT で何がわかるのか？ 耳と鼻の画像を中心に. 耳鼻咽喉科 3D 断層画像研究会; 20180908; 静岡.
横山秀二. 食事のムセは老化のサイン？～のど体操で元気で長生き！～. 健康教室; 20181207; 会津若松.
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研究発表等
〔研究発表〕
佐藤 明, 五十洲剛, 今泉 剛, 村川雅洋. 当院における 90 歳以上の超高齢手術患者の周術期管理と転帰. 第
30 回日本老年麻酔学会; 20180210; 香川. プログラム・抄録集. 61.
佐藤 明, 半澤浩一, 島津勇三, 服部尚士, 小西晃生, 管 桂一. 硬膜外自家血注入後にくも膜下出血をきた
した脳脊髄液漏出症の一例. 日本麻酔科学会北海道・東北支部第 8 回学術集会; 20180901; 旭川. プログラム集.
38.
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