
第１５９回 

日耳鼻長崎県地方部会学術講演会 

【プログラム・抄録集】 

平成 3１年４月 7日（日）午前１０時００分～ 

長崎大学医学部 良順会館（ボードインホール） 





ご案内 

【会 場】長崎大学医学部 良順会館 ２F（ボードインホール） 

【緊急連絡】 耳鼻科医局：０９５−８１９−７３４９ 

   耳鼻科病棟：０９５—８１９—７３９１ 

【駐車場】医学部駐車場を利用できますが、スペースに限りが有りますので、

長崎市内の方はできるだけ公共交通機関でお越しください。 

【受 付】会員カードによる受付を行います。専門医の学術集会参加単位の

受付も兼ねておりますので、会員カードをご持参ください。 

 

一般演題 演者の方へ 

【発表時間】１題１０分（発表７分、質疑３分）時間厳守 

【発表 PC】Windows７、PowerPoint２０１０ 

＊ 事前に Windows PCで文字ズレ・文字化けの確認をしてください。 

＊ データは USBフラッシュメモリ等でご持参の上、開演１５分前までに、

所定の PCに保存し、動作確認を済ませてください。 



【開会挨拶】10:00～10:05       髙橋晴雄（長崎県地方部会会長） 

 

 

 

【一般演題】10:05～10:45         座長 吉見龍二（長崎大学） 

 

１． 局所麻酔下に外来日帰りで行う電子内視鏡下経口的喉頭手術 

 高島寿美恵（長崎大学） 

 

２． 20年間耳下腺腫脹を反復した線維素性唾液管炎（Kussmaul 病）の 1 例 

池永まり（日赤長崎原爆病院） 

 

３． ベトナム・ニャチャン市における２歳未満児の滲出性中耳炎有病率と 

上咽頭肺炎球菌保菌率 経過報告 

佐藤智生（長崎大学） 

 

４． 免疫チェックポイント阻害薬投与後に著明な腫瘍縮小効果を認めた 

抗 EGFR 抗体+タキサン系薬剤投与例 

 前田耕太郎（佐世保市総合医療センター） 

 

 

 

【ミニレクチャー】10:45～11:05      座長 原 稔（長崎大学） 

 

ANCA関連血管炎性中耳炎 (Ottis media with ANCA-associated vasculitis：OMAAV）の

臨床像および診断と治療について 

渡邊 毅（長崎大学） 



【平成31年度日耳鼻長崎県地方部会総会】11:05～11:25  

        司会 木原千春（長崎大学） 
1. 会計報告 

2. 連絡事項 

 

 

 

【平成30年度日耳鼻全国会議代表者会議報告】11:25～12:05 

 

1． 保険医療委員会       隈上秀高 

2． 学校保健医療委員会     佐々野利春 

3． 乳幼児医療委員会      神田幸彦 

4． 福祉医療委員会       小島未知郎 

5． 医事問題委員会       本川浩一 

6． 産業・環境保険委員会    北岡杏子 

7． 専門医制度         金子賢一 

 

 

 

 

【閉会】 

 



【一般演題】 

 

１．局所麻酔下に外来日帰りで行う電子内視鏡下経口的喉頭手術 

○高島寿美恵、金子賢一（長崎大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科） 

  

喉頭･下咽頭疾患に対する手術や生検は、一般的には全身麻酔下の喉頭微細手術や、局所麻酔

での内視鏡観察下にその鉗子チャンネルを介して行う方法が普及している。しかし、症例によっ

ては局所麻酔下の電子内視鏡による観察のもとで経口的に行う喉頭手術が有用であり、これを紹

介する。当科で 2015年 1 月～2018年 12月に局麻下の外来日帰りで行った軟性電子内視鏡下経口

的喉頭手術（生検を含む）は、のべ 126 件あった。患者は 71 名（男性 49 名、女性 22 名、平均

64.3 歳）で、対象疾患は、喉頭･下咽頭腫瘍（疑い例含む）32 例、一側性声帯麻痺 14 例、声帯

ポリープ 7 例、喉頭肉芽腫 6 例、声帯結節 4 例、両側声帯萎縮 3 例、声帯瘢痕 3 例、声帯嚢胞 2

例、喉頭蓋嚢胞 1 例（重複例あり）であった。これらに対して行った操作は、コラーゲン/ステ

ロイド声帯内注入 70 件、生検 33件、腫瘤切除 21 件、嚢胞切開 4 例、CO2レーザー蒸散 1件（重

複例あり）であった。これらを術者･助手の二名で施行したものは 77件、術者単独で施行したも

のは 49 件あった。本手技によって生検を達成できず、チャンネル付電子内視鏡を介した生検に

切り替えたのが 3 件あった。術後の合併症として、喉頭浮腫 1 件、血管迷走神経反射（軽度）1

件がみられた。本術式の対象は、成人、咽頭反射が少ない、指示を理解できること、が条件とな

る。喉頭微細手術と比較し、低侵襲であり全身麻酔や入院が不要、音声を確認しながら行える、

後部声門の病変でも視野が得やすいという利点がある。当科で行ったほとんどの症例で、安全に

手術を行うことが可能であった。さらに、近年の電子内視鏡の普及に伴い、解像度が向上してよ

り繊細な操作が可能となり、またスコープが小型化し症例によっては術者単独での施行も容易で

あった。内視鏡のチャンネルを介した方法と比較しても、いったん専用の機器（鉗子、注入針等）

を導入すれば低コストであり、より大きな組織の切除が可能である点が有利と考えられた。 

 

【参考文献】 

1) 野々村光栄，児嶋久剛，大森孝一，他：局麻・声帯振動観察下の喉頭微細手術．耳鼻臨床 1991；

84：845-849． 

2) 児嶋久剛：外来でもできる手術－喉頭ポリープ，喉頭嚢胞－．日耳鼻 1999；102：1208-1211． 

3) Omori K, Shinohara K, Tsuji T, et al.：Videoendoscopic laryngeal surgery. Ann Otol Rhinol 

Laryngol 2010;109:149-155． 

4) 中村一博，渡邊雄介，許斐氏元，他：術者単独で施行する外来日帰り局所麻酔下喉頭内視鏡

手術．日気食会報 2010；61：445-451． 

5) 金子賢一：手術手技 私が愛用する手術器具 内視鏡下喉頭手術で使用する喉頭微細鉗子．

JOHNS 2015；31：1407-1409． 



【一般演題】 

 

２．20年間耳下腺腫脹を反復した線維素性唾液管炎（Kussmaul 病）の 1例 

○池永まり、隈上秀高（日赤長崎原爆病院 耳鼻咽喉科） 

 

線維素性唾液管炎は 1897 年、Kussmaul により「唾液腺導管内に線維素性塊状物が形成されて

導管の閉塞をきたし，反復性に唾液腺の有痛性腫脹をきたす疾患」として報告され Kussmaul 病

ともいわれる。症例は 74 歳女性で、15 年来の右耳下腺・頬部の反復性腫脹と硬結を主訴に紹介

された。CTで耳下腺唾石はなかったが、MRIで右ステノン管の著明な拡張と蛇行および壁肥厚が

みられた。特徴的とされる唾液腺管開口部から好酸球に富んだ白色の塊状物の排泄はなかったが、

自己抗体（抗 SS-A 抗体、抗 SS-B 抗体）や IgG4 は陰性であり、臨床経過やステノン管の MRI 所

見から線維素性唾液管炎を疑い、プレドニゾロンの内服を 1週間行うと腫脹は改善した。引き続

きベタメタゾン・d−クロルフェニラミンマレイン酸塩（セレスタミン®）と柴苓湯を投与するとそ

の後は腫脹することはなくなった。本疾患は、比較的稀な疾患であるが、反復性唾液腺腫脹では

鑑別にあげることが重要であり、本症例での臨床所見や画像所見、治療経過の詳細について文献

を踏まえ報告する。 

 

【参考文献】 

1) 土屋昭夫，他：線維素性唾液管炎の 3例．口咽科 2012；25：173-177. 

2) Flores RBJ, et al.：Sialodochitis fibrinosa (kussmaul disease) report of 3 cases and 

literature review. Medicine 2016：95:42. 



【一般演題】 

 

３．ベトナム・ニャチャン市における２歳未満児の滲出性中耳炎有病率と 

上咽頭肺炎球菌保菌率 経過報告 

○佐藤智生、原 稔、金子賢一（長崎大学 耳鼻咽喉･頭頸部外科） 

樋泉道子、吉田レイミント（長崎大学 熱帯学研究所 小児感染症学分野） 

高橋晴雄（長崎みなとメディカルセンター 耳鼻咽喉科） 

 

我々はベトナム・ニャチャン市における滲出性中耳炎の有病率調査および上咽頭肺炎球菌保菌

率の調査を毎年 1 回行っている。本研究では 2016 年度に肺炎球菌ワクチン未導入だった同地域

で中耳炎の有病率調査を開始した。2016年末から同地域で肺炎球菌ワクチンの集団接種が始まり、

我々は年に 1 回、10 月もしくは 11 月に横断的に中耳炎の有病率を調査している。また、同時に

上咽頭肺炎球菌の保菌率を調査している。結果、2016 年、2017 年の有病率はそれぞれ約 17％と

19％だった。中耳炎と肺炎球菌保菌の関連性に関して多変量解析を行ったところ、年齢区分によ

ってやや結果が異なるものの、概ね上咽頭肺炎球菌保菌と中耳炎に正の関連性が示唆される結果

だった。上咽頭の肺炎球菌保菌はワクチンの直接効果および間接効果の指標とされており、今回

の結果はワクチンの中耳炎に対する効果の生物学的な根拠となるのではないかと推測される。 



【一般演題】 

 

４．免疫チェックポイント阻害薬投与後に著明な腫瘍縮小効果を認めた 

抗 EGFR 抗体+タキサン系薬剤投与例 

○前田耕太郎、久永将史、西 秀昭、安達朝幸 

（佐世保市総合医療センター 耳鼻咽喉科） 

 

再発・転移頭頸部がんに対する二次治療以降の薬物療法は様々なレジメンの臨床試験が行われ

ているが、プラチナ抵抗性かつ免疫チェックポイント阻害薬不応・不耐の場合、タキサン系薬剤

と抗 EGFR抗体の投与は第Ⅱ相試験で有用性を指摘されており、選択肢の一つと考えられている

（推奨グレード C１）。 

今回我々は、nivolumab投与にて PDとなり、その後の paclitaxel+cetuximab の投与で劇的に

腫瘍縮小効果を認めた 2例を経験したので文献的考察とともに報告する。 

症例 1は 64歳男性 顎下腺癌（salivary duct carcinoma cT2N2bM1） 

初回治療として手術+化学療法（プラチナ製剤ベース）を行うも、プラチナ抵抗性であった為、

nivolumabの投与を開始。合計 20コース投与したが PDであった為、paclitaxel+cetuximab の投

与を開始。4コース施行したところで、肺の転移性腫瘍が劇的に縮小した。 

症例 2は 77歳男性 中咽頭前壁癌（SCC cT4aN2cM0） 

初回治療として BRT を行うも局所と頸部に再発し、化学療法（プラチナベース）を選択した。

プラチナ抵抗性であったので、nivolumabの投与を開始。合計 9コース投与したところで PDと判

断し、paclitaxel+cetuximab の投与を開始した。6コース投与したところで著明な腫瘍縮小効果

を認めた。 

 

【参考文献】 

1) Ashish D.et al.:Excellent response to chemotherapy post immunotherapy. Oncotarget 

2017;8:91795-91802. 

 



【ミニレクチャー】 

 

ANCA関連血管炎性中耳炎 (Ottis media with ANCA-associated vasculitis：OMAAV）の

臨床像および診断と治療について 

○渡邊 毅（長崎大学 地域医療支援センター/耳鼻咽喉科 

日本耳科学会 ANCA 関連血管炎性中耳炎全国調査ワーキンググループ委員） 

 

 ANCA(抗好中球細胞質抗体)関連血管炎は主として全身の細～小血管の壊死性血管炎を病態とす

る疾患である。しかし近年、上気道・肺・腎など全身症状を伴わずに難聴・耳痛・めまいなどの

耳症状を初発とする症状で発症し感音難聴が進行するが病変は耳内に限局し、ANCAが陽性である

疾患を ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）とする疾患概念が本邦で提唱されており、全国的にも

徐々に浸透しつつある。この OMAAV は難治性であり、中耳炎様症状で発症するこ

とが多いが多彩で決まった型がない。抗菌薬投与や鼓膜換気チューブ留置などの

一般的中耳炎治療においても抵抗性であり、聴力は徐々に悪化していく。中には

悪性外耳道炎や好酸球性中耳炎、結核性中耳炎やコレステリン肉芽腫などとの鑑

別も難しく、ひとたびこの OMAAV の診断に時間を要し治療開始までに多大な時間

を要してしまった場合は聴力の予後が大変悪いことが報告されている。(診断基準

あり ) 昨今では、この OMAAV による難聴は早期発見・早期介入によるステロイド

や免疫抑制薬投与などの治療開始によって改善を認めるが、悪化の一途をたどり、

聾に至った場合はいかなる薬剤投与をおこなっても聴力の回復は困難である。  

 2013年、日本耳科学会では全国 10施設から成る「ANCA関連血管炎性中耳炎全国調査ワーキン

ググループ（OMAAV-WG）」が発足し、OMAAVに関する全国調査を行い，297 例が集積された。日本

耳科学会ではこの全国調査の結果をもとに、「ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）診断基準 2015」

を提唱し、2016 年には「ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）診療の手引き 2016 年版」を発刊し

ている。 

診断には ANCA が有用であるが、 初診時から ANCA 陰性症例もあり臨床像、検査所見、除外診

断から総合的に診断する必要がある。OMAAV の聴力像は早期には中耳滲出液による伝音難聴を呈

するが、その後、肉芽の内耳への波及や内耳の血管炎によって感音成分も低下し、進行すると両

側聾にもなりうる。聾耳は治療しても回復しないことが報告されており、聾にまで進行する前に

治療を開始することが必要である。聴力の予後としては、顔面神経麻痺や肥厚性硬膜炎の合併症

例やステロイド単独治療例では不良である。よって、治療ではステロイドと免疫抑制薬の併用が

推奨される。聾まで進行した例では人工内耳の選択もある。OMAAV における人工内耳の適応や手

術時期についても、今後症例を重ね検討していく必要がある。 

OMAAV の重症例では死に至ることがある。その生命予後不良因子として、顔面神経麻痺・肥厚

性硬膜炎・MPO-ANCA および PR3-ANCA 両陰性・疾患の再燃が挙げられる。特に、死亡例は肥厚性

硬膜炎を伴っているものばかりであった。したがって、肥厚性硬膜炎の早期診断が不可欠であり、

経過中に強い頭痛を訴える場合にはガドリニウム造影 MRI検査によって、硬膜肥厚の有無を確認

することが重要である。  



本疾患は早期に確定診断に至ることは難しくもあるが、まずは疾患を疑うことが肝要である。

今まで原因不明の難聴と考えられていた症例の中にも OMAAVによるものが見逃されていた可能性

もあり、今後も注意喚起をしていきたい。  
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