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松岡優太. 福島県立医科大学泌尿器科学講座医局紹介. 太田西ノ内病院ベッドサイドレクチャー; 20190529; 郡山. 
 
泌尿器科・副腎内分泌外科. 女性向け外来を強化 福島医大病院泌尿器科（新聞報道）. 福島民報; 20190618; 2
面. 
 
泌尿器科・副腎内分泌外科. 女性のための泌尿器外来科を開設（テレビ報道）. NHK福島ニュース; 20190626. 
 
小島祥敬. 来月27日郡山で健康講座（新聞報道）. 福島民友; 20190628; 26面. 
 
泌尿器科・副腎内分泌外科. 女性のための泌尿器外来開設（新聞報道）. 福島医大病院泌尿器科. 朝日新聞; 
20190702; 18面. 
 
吉田祐樹. 福島県立医科大学泌尿器科学講座医局紹介. 大原綜合病院泌尿器科勉強会; 20190711; 福島. 
 
小島祥敬. 泌尿器科救急疾患とその対処法. 大原綜合病院泌尿器科勉強会; 20190711; 福島. 
 
佐藤雄一, 松岡優太, 今井仁美. 手術支援システムda Vinci（ダヴィンチ）の見学. 福島県立医科大学医学部オ

ープンキャンパス; 20190727; 福島. 
 
小島祥敬. 尿トラブル大丈夫？（新聞報道）. 福島民友; 20190728; 2面. 
 
小島祥敬. 男性にも女性にもひそむ泌尿器科の病気（新聞報道）. 福島民友; 20190828; 11面. 
 
小島祥敬. 泌尿器科救急疾患とその対処法. 公立岩瀬病院ステップアップセミナー; 20191111; 須賀川. 
 
 
 

耳鼻咽喉科学講座 
 

論  文 

〔原 著〕 
 
Matsuzuka T, Kiyota N, Mizusawa J, Akimoto T, Fujii M, Hasegawa Y, Iwae S, Monden N, Matsuura K, 
Onozawa Y, Hayashi R, Tahara M. Clinical impact of cachexia in unresectable locally advanced head and neck 
cancer: supplementary analysis of a phase II trial (JCOG0706-S2). Japanese Journal of Clinical Oncology. 
201901; 49(1):37-41. 
 
Suzuki M, Nakaegawa Y, Kobayashi T, Kawase T, Matsuzuka T, Murono S. The role of frozen section biopsy 
for parotid gland tumour with benign fine-needle aspiration cytology. Journal of Laryngology and Otology. 
201903; 133(3):227-229. 
 
Imaizumi M, Suzuki T, Matsuzuka T, Murono S, Omori K. Low-risk assessment of swallowing impairment 
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using flexible endoscopy without food or liquid. Laryngoscope. 201910; 129(10):2249-2252. 
 
松見文晶. Extended endaural approachで内視鏡下に外耳道前壁再建を施行した顎関節ヘルニア例. Otology 
Japan. 201902; 29(1):74-80. 
 
今泉光雅, 松井隆道, 大槻好史, 菊地大介, 佐久間潤, 室野重之. 聴性脳幹インプラント埋め込み術：術後1
年の経過について. Otology Japan. 201909; 29(3):245-251. 
 
松見文晶, 野本幸男. 顔面神経麻痺重症例に対する早期減荷術の有効性. 耳鼻咽喉科臨床. 201903; 112(3):151-
156. 
 
松見文晶, 三ッ井瑞季. 涙嚢鼻腔吻合術後の難治性慢性涙嚢炎に対する涙嚢内抗菌眼軟膏注入療法. 耳鼻咽喉科

臨床. 201912; 112(12):795-800. 
 
松塚 崇, 鈴木賢二, 宮本直哉, 杉山庸一郎, 齋藤康一郎, 室野重之, 大森孝一. 「耳鼻咽喉科内視鏡の感染

制御に関する手引き」に沿った耳鼻咽喉科観察内視鏡の洗浄・消毒効果. 日本耳鼻咽喉科感染症エアロゾル会誌. 
201905; 7(2):83-87. 
 
小野美穂, 松塚 崇, 黒田令子, 小川 洋, 室野重之. 耳管開放症疑い例に対するルゴールジェル注入療法. 福
島医学雑誌. 201912; 69(3):189-195. 
 
〔総説等〕 
 
鹿野真人. ＜特集 多職種から考える医療安全－小児, 高齢者の誤嚥・窒息リスクの評価とその対応－＞ 高齢者

の食物による窒息事故対応. 嚥下医学. 201903; 8(1):21-27. 
 
室野重之. ＜特集 小児の反復性症例にどう対応するか＞再発を繰り返す小児喉頭乳頭腫にどう対応するか. 
ENTONI. 201901; 227:47-53. 
 
仲江川雄太, 松塚 崇. ＜特集 耳鼻咽喉科医が頻用する内服・外用薬－選び方・上手な使い方－＞IV. がん治

療の支持療法 1. 化学放射線療法による口内炎への内服・外用薬の使い方. ENTONI. 201904; 231:109-113. 
 
室野重之. ＜特集 せき・たん－鑑別診断のポイントと治療戦略－＞免疫疾患・免疫低下と関連するせき・たん. 
ENTONI. 201905; 232:50-54. 
 
多田靖宏, 谷亜希子, 仲江川雄太, 川瀬友貴, 大河内幸男. 当科で行っている内視鏡下喉頭手術における口

腔・咽喉頭麻酔の工夫. 音声言語医学. 201901; 60(1):11-15. 
 
仲江川雄太, 松塚 崇, 川瀬友貴, 小林徹郎, 池田雅一, 鈴木政博, 室野重之. 福島県立医科大学における下

咽頭癌の治療成績と導入化学療法の有用性について. 耳鼻咽喉科展望. 201906; 62(補1):30-31. 
 
小林徹郎, 松塚 崇, 鈴木政博, 仲江川雄太, 川瀬友貴, 鈴木康士, 室野重之. 福島県立医科大学における口

腔癌（舌癌以外）の治療成績. 耳鼻咽喉科展望. 201906; 62(補1):56-57. 
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小川 洋, 山内智彦, 小針健大, 小野美穂, 横山秀二, 野本美香. 鼻副鼻腔領域におけるコーンビームCTの

活用. 耳鼻咽喉科展望. 201908; 62(4):154-161. 
 
室野重之. 上咽頭癌および中咽頭癌におけるバイオマーカーとしてのウイルスDNA. 耳鼻咽喉科展望. 201912; 
62(6):252-260. 
 
池田雅一, 林 隆一. ＜特集 ここまできた！ 頭頸部希少癌の治療戦略＞粘膜悪性黒色腫. 耳鼻咽喉科・頭頸部

外科. 201902; 91(2):116-121. 
 
室野重之. ＜特集 初診時に必要十分な問診・検査オーダー虎の巻＞《口腔・咽喉頭・頸部領域》喉頭の腫瘍性病

変. 耳鼻咽喉科・頭頸部外科. 201904; 91(4):380-382. 
 
松塚 崇. ＜特集 細菌感染に立ち向かう－抗菌薬使用の新常識＞《感染症予防マニュアル》耳鼻咽喉科実地診療

における感染対策. 耳鼻咽喉科・頭頸部外科. 201905; 91(6):437-441. 
 
小林徹郎, 松塚 崇. ＜特集 舌がん・口腔がん治療の最前線＞《治療》超選択的動注化学療法手技の実際はど

のようなもの？最新の治療成績は？ 耳鼻咽喉科・頭頸部外科. 201912; 91(13):1146-1150. 
 
多田靖宏. ＜特集 わかりやすく伝えるインフォームド・コンセント＞局所麻酔のインフォームド・コンセント. 
JOHNS. 201902; 35(2):153-157. 
 
鹿野真人. ＜特集 外来における嚥下のみかた＞評価や治療の適応外と判断した場合の対応. JOHNS. 201903; 
35(3):343-346. 
 
多田靖宏. ＜特集 私はこうしている－口腔咽喉頭頭頸部手術編＞《喉頭・気管手術》喉頭腫瘍手術－経口的声門

型喉頭良性腫瘍手術－. JOHNS. 201909; 35(9):1199-1202. 
 
室野重之. ＜特集 私はこうしている－口腔咽喉頭頭頸部手術編＞《喉頭・気管手術》 気管切開術. JOHNS. 
201909; 35(9):1223-1226. 
 
鈴木政博, 後藤悠大, 清水裕史, 田中秀明. ＜特集 手術に必要な画像診断－頭頸部編＞嚢胞状リンパ管腫の手

術. JOHNS. 201912; 35(12):1720-1724. 
 
多田靖宏. ＜連載 外来診療における私の処置＞咽喉頭の処置8 間接喉頭鏡，内視鏡による声門部の処置. 
JOHNS. 201912; 35(12):1785-1787. 
 
室野重之. ＜乳頭腫ウイルスをめぐる諸問題＞喉頭乳頭腫. 日本耳鼻咽喉科学会会報. 201902; 122(2):99-104. 
 
松塚 崇. 耳鼻咽喉科内視鏡の洗浄・消毒 －「耳鼻咽喉科内視鏡感染制御の手引き」とその使い方－. 日本耳鼻

咽喉科学会会報. 201908; 122(8):1091-1096. 
 
〔症例報告〕 
 
小林徹郎, 室野重之. 慢性GVHD患者に発症した口腔・咽頭異時性多重癌の1例. 口腔・咽頭科. 201906; 
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32(2):121-125. 
 
仲江川雄太, 中村宏舞, 川瀬友貴, 多田靖宏, 室野重之. 声帯異形成として経過観察中に未分化多形肉腫を生

じた1例. 頭頸部外科. 201910; 29(2):193-196. 
 
〔その他〕 
 
松塚 崇. 頭頸部におけるセンチネルリンパ節ナビゲーション手術. 日本気管食道科学会会報. 201904; 70(2):89. 
 
岸本 曜, 中村達雄, 多田靖宏, 大森孝一. ＜講座＞人工気管による再生医療（気道狭窄の疾患登録を含めて）. 
日本気管食道科学会専門医通信. 201908; 58:21-26. 
 
鹿野真人. ＜専門医通信＞輪状軟骨鉗徐による気管孔形成術の実際と適応. 日本耳鼻咽喉科学会会報. 201909; 
122(9):1254-1256. 
 
室野重之. HPV関連中咽頭癌のバイオマーカーとしてのうがい液中HPV DNA検出. 福島県立医科大学研究シー

ズ集2019 (Ver.5). 201905; 28. 
 
室野重之, 鈴木 亮, 星 利之, 小林徹郎, 川瀬友貴, 小針健大. スギ花粉症に対する効率的な予防をめざし

た花粉飛散開始日の予測. 福島県労働保健センター事業年報. 201901; 16:41-46. 
 
室野重之. ＜耳の日＞耳を大切に. 福島民報（新聞）. 20190303. 
 
室野重之. ＜耳の日＞耳を大切に. 福島民友（新聞）. 20190303. 
 

研究発表等 

〔研究発表〕 
 
Imaizumi M, Suzuki T, Matsuzuka T, Murono S, Omori K. Low-risk assessment of swallowing impairment 
using flexible endoscopy without food or liquid. 99th Annual Meeting of the American Broncho-Esophagological 
Association-COSM 2019: Combined Otolaryngology Spring Meetings; 20190501-05; Austin, TX, USA. 
 
Suzuki T, Imaizumi M, Kikuchi D, Sato K, Murono S. Creating a pathway using the larynx is the last resort 
for oral intake in a hypopharyngeal cancer patient with severe complications. 99th Annual Meeting of the 
American Broncho-Esophagological Association-COSM 2019: Combined Otolaryngology Spring Meetings; 
20190501-05; Austin, TX, USA. 
 
Otsuki K, Imaizumi M, Murono S. Novel scoring systems for preoperative evaluation of tympanic membrane 
perforation. 122nd The Triological Society-COSM 2019: Combined Otolaryngology Spring Meetings; 20190501-
05; Austin, TX, USA. 
 
鈴木政博, 仲江川雄太, 小林徹郎, 川瀬友貴, 室野重之. 当科における耳下腺浅葉手術時の顔面神経アプロー

チについての検討. 第29回日本頭頸部外科学会; 20190124-25; 仙台. 予稿集. 205. 
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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. 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口腔癌のリンパ

節転移巣の大きさの検討. 第29回日本頭頸部外科学会; 20190124-25; 仙台. 予稿集. 225. 
 
仲江川雄太, 鈴木政博, 川瀬友貴, 小林徹郎, 室野重之. 当科における植え込み型ポート作成の現状. 第29回

日本頭頸部外科学会; 20190124-25; 仙台. 予稿集. 255. 
 
小林徹郎, 鈴木政博, 仲江川雄太, 川瀬友貴, 室野重之. 当科における中咽頭癌の治療成績の検討. 第29回日

本頭頸部外科学会; 20190124-25; 仙台. 予稿集. 263. 
 
鹿野真人, 野本幸男, 髙取 隆. 重症心身障害児・者に対する気管切開術と誤嚥防止術での気管孔の位置の検討. 
第31回日本喉頭科学会; 20190307-08; 久留米. 予稿集. 110. 
 
多田靖宏, 谷亜希子, 松井隆道, 大河内幸男. 入院時の摂食・嚥下アセスメント試行後のアンケート結果. 
第31回日本喉頭科学会; 20190307-08; 久留米. 予稿集. 116. 
 
川瀬友貴, 仲江川雄太, 今泉光雅, 室野重之. 5年間交換されなかった気管孔レティナによる長期気道管理症例. 
第31回日本喉頭科学会; 20190307-08; 久留米. 予稿集. 123. 
 
鈴木俊彦, 今泉光雅, 鈴木 亮, 佐藤和則, 室野重之. 気管食道吻合術を行い経口摂取可能となった下咽頭癌

例. 第42回日本嚥下医学会; 20190308-09; 久留米. 予稿集. 185. 
 
今泉光雅, 鈴木 亮, 鈴木俊彦, 川瀬友貴, 室野重之. 当科における嚥下機能改善手術・誤嚥防止術の手術件数

の推移について. 第42回日本嚥下医学会; 20190308-09; 久留米. 予稿集. 187. 
 
鈴木雪恵, 今泉光雅, 馬場陽子, 鈴木輝久, 黒田令子, 大槻好史, 菊地大介, 小川 洋. 福島県総合療育セン

ターにおける新生児聴覚スクリーニング13年間の調査（原因因子）. 第132回日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部

会学術講演会; 20190324; 福島. 抄録. 2. 
 
湯田孝之, 鈴木俊彦, 中村宏舞, 山辺 習. シリコンシート使用による鼻中隔矯正術後の穿孔予防. 第132回日

本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会学術講演会; 20190324; 福島. 抄録. 2. 
 
三ッ井瑞季, 松見文晶, 鶴岡美果. 左外頸静脈と左鎖骨下静脈に多発した静脈瘤の1例. 第132回日本耳鼻咽喉

科学会福島県地方部会学術講演会; 20190324; 福島. 抄録. 3. 
 
斎藤友紀子, 今泉光雅, 鈴木 亮, 鈴木俊彦, 室野重之. 高度な摂食嚥下障害および睡眠時無呼吸症候群をき

たしたKlippel Trenaunay Weber症候群の1例. 第132回日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会学術講演会; 
20190324; 福島. 抄録. 3. 
 
三浦智広, 橋本英樹, 中村宏舞, 佐藤 聡, 佐藤和則. 気管穿孔をきたした2症例. 第132回日本耳鼻咽喉科学

会福島県地方部会学術講演会; 20190324; 福島. 抄録. 3. 
 
小林徹郎, 鈴木政博, 仲江川雄太, 川瀬友貴, 室野重之. 当科における中咽頭癌の治療成績の検討. 第132回
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日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部会学術講演会; 20190324; 福島. 抄録. 3. 
 
尾股千里. 当科で経験した切開排膿術を必要とした小児の頸部重症感染症の検討. 第3回福島県こどもの感染症研

究会; 20190413; 福島. 
 
斎藤友紀子. 高度な摂食嚥下障害および睡眠時無呼吸症候群をきたしたKlippel Trenaunay Weber症候群の1例. 
第3回福島県こどもの感染症研究会; 20190413; 福島. 
 
鈴木政博, 小林徹郎, 仲江川雄太, 川瀬友貴, 室野重之. 細胞診において耳下腺内嚢胞性病変が疑われ手術を

施行した症例の検討. 第120回日本耳鼻咽喉科学会; 20190509-11; 大阪. 日本耳鼻咽喉科学会会報. 122(4):667. 
 
大槻好史, 今泉光雅, 菊地大介, 野本美香, 室野重之. 急性中耳炎に続発し高度なOtitic hydrocephalusを呈

した結果、網膜剥離を発症した小児例. 第120回日本耳鼻咽喉科学会; 20190509-11; 大阪. 日本耳鼻咽喉科学会会

報. 122(4):696. 
 
小林徹郎, 鈴木政博, 仲江川雄太, 川瀬友貴, 室野重之. 当科における原発不明頸部転移癌の検討. 第120回

日本耳鼻咽喉科学会; 20190509-11; 大阪. 日本耳鼻咽喉科学会会報. 122(4):708. 
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