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（2016.1～2016.12） 論文発表 

 

【著書・その他の公的報告等】 

1. 内藤 泰：良性発作性頭位めまい症 benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). 今日の治療指針 私は

こう治療している TODY’S THERAPY 2016, 山口 徹, 北原光夫 監修，福井次也, 高木 誠, 小室一成 

編集. 第1刷, 医学書院, 東京, 1525～1526, 2016. （全2192頁） 

2. 内藤 泰, 宇佐美真一, 佐藤宏昭, 山下裕司, 内藤泰, 福島邦博, 馬場俊吉, 工穣, 熊川孝三, 東野哲

也, 長井今日子, 岩崎聡, 石川浩太郎, 池園哲郎, 喜多村健, 加賀君孝, 松永達雄, 山岨達也, 伊藤壽

一, 小川郁, 鈴木衛, 松尾洋孝, 古圧知己, 坂田英明, 茂木英明, 塚田景大, 宮川麻衣子, 内藤武彦, 

矢野卓也, 岩佐陽一郎, 吉村豪兼, 西尾信哉, 阿部聡子, 小林有美子, 村田考啓, 野口佳裕, 北尻真一

郎, 山崎博司, 奥田匠, 鍋倉隆, 中島崇博, 福田諭, 原晃, 武田英彦, 松永達雄, 岡本牧人, 佐野肇, 

曾根三千彦, 西﨑和則, 羽藤直人, 中川尚志, 高橋晴雄, 小橋元: 遺伝性難聴の診療の手引き 2016年

版.  一般社団法人 日本聴覚医学会 編, 第1版, 金原出版株式会社, 東京, 全148頁, 2016. 

3. 内藤 泰：残存聴力がない例の人工内耳でも正円窓アプローチによる保存的手術に意味があるか. ENT臨

床フロンティア Next 耳鼻咽喉科イノベーション－最新の治療・診断・疾患概念, 小林俊光、高橋晴雄、浦

野正美 編, 初版, 中山書店, 東京, 86-88, 2016.全276頁 

4. 内藤 泰, 須野瀬 弘: 耳の病気. 手術数でわかるいい病院2016, 250-252, 2016. 

 

【原著】 

5. 内藤 泰：高次脳機能からみためまい. JOHNS 32; 1: 49-52, 2016. 

6. 篠原尚吾, 菊地正弘, 末廣 篤, 原田博之, 桑田文彦, 日野 恵, 石原 隆：Prognosis of patients with Tg 

positive / RAI scan negative differentiated thyroid carcinoma. Thyroid cancer explore 12; 1: 69-72, 2016. 

7. 松田圭二, 東野哲也, 神崎 晶, 熊川孝三, 宇佐美真一, 岩崎 聡, 山中 昇, 土井勝美, 内藤 泰, 曉 

清文, 高橋晴雄, 神田幸彦: 伝音・混合性難聴に対するEMT正円窓留置によるVIBRANT 

SOUNDBRIDGE®の効果. 日耳鼻 119; 1: 37-45, 2016. 

8. 内藤 泰: 人工内耳－その大いなる成功と未来展望. Clinical Neuroscience 34; 2: 224-229, 2016. 

9. 岩崎 聡, 宇佐美真一, 熊川孝三, 佐藤宏昭, 髙橋晴雄, 土井勝美, 東野哲也, 内藤 泰, 羽藤直人：人

工内耳VSB(Vibrant Soundbridge®)の手引き（マニュアル）. Otol Jpn 26; 1: 29-36, 2016. 

10. 船曳和雄, 内藤 泰：めまい. Medicina 53; 4 増刊号: 152-160, 2016. 

11. 竹林慎治, 谷上由城, 中平真衣, 林 泰之, 木村俊哉, 曉 久美子, 池田浩己, 三浦 誠：気管切開術後

閉鎖の検討. 日気食 67; 3: 209-216, 2016. 

12. 藤原敬三, 内藤 泰：人工聴覚器手術 人工内耳手術－内耳奇形の場合－. JOHNS 32; 9: 1285-1290, 

2016. 

13. 内藤 泰：リンパ廔とは－疾患概念と病態 Perilympha fistula-diseaes concept and pathophysiology. 耳鼻咽

喉科・頭頸部外科 88; 10: 716-720, 2016. 

14. 竹林慎治, 谷上由城, 中平真衣, 林 泰之, 木村俊哉, 山田光一郎，暁 久美子, 池田浩己, 三浦 誠．
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急性期病院における嚥下外来受診後死亡症例の検討．嚥下医学 5; 2: 214-220, 2016 

15. 竹林慎治, 中平真衣, 谷上由城, 林 泰之, 木村俊哉, 山田光一郎, 曉 久美子, 池田浩己, 三浦 誠：

口蓋扁桃摘出術後出血の検討.  耳鼻臨床 109; 10: 717-722, 2016. 

16. 内藤 泰：人工内耳に使用する電極は現在どのように選択しますか？JOHNS 32; 12: 1688-1690, 2016. 

17. 内藤 泰: 小児人工内耳の大いなる成功と最近のトピックス. 小児耳 37; 3: 295-299, 2016. 

 

【新聞掲載】 

18. 内藤 泰：残存聴力生かす人工内耳 重い難聴のある子どもにも. 神戸新聞 2016.1.23 

19. 内藤 泰：（どうしました）耳が突然聞こえなくなった. 朝日新聞 2016.11.23. 

 

 

【英文原著】 

20. Kikuchi M, Koyasu S, Shinohara S, Imai Y, Hino M, Naito Y: Preoperative diagnostic strategy for 

parotid gland tumors using diffusion-weighted MRI and technetium-99m pertechnetate 

scintigraphy: A prospective study.  PLoS ONE 11; 2:e0148973.  

doi:10.1371/journal.pone.0148973 

 

21. Karino S, Usami S, Kumakawa K, Takahashi H, Tonoe T, Naito Y, Doi: K, Itoh K, Suzuki M, 

Sakata H, Takumi Y, Iwasaki S, Kakigi A, Yamasoba T: Discrimination of Japanese 

monosyllables in patients with high-frequency hearing loss.  Auris Nasus Larynx: 43: 3: 

269-280, 2016.  doi:10.1016/j.anl.2015.10.003 

 

22. Nakagawa T, Yamamoto M, Kumakawa K, Usami S, Hato N, Tabuchi K, Takahashi M, Fujiwara 

K, Sasaki A, Komune S, Yamamoto N, Hiraumi H, Sakamoto T, Shimizu A, Ito J: Prognostic 

impact of salvage treatment on hearing recovery in patients with sudden sensorineural hearing 

loss refractory to systemic corticosteroids: A retrospective observational study.  Auris Nasus 

Larynx 43; 5: 489-494, 2016.  doi:10.1016/j.anl.2015.12.004 

 

23. Ohno S, Hirano S, Yasumoto A, Ikeda H, Takebayashi S, Miura M: Outcome of regenerative 

therapy for age-related vocal fold atrophy with basic fibroblast growth factor. Laryngoscope 126; 

8: 1844-1848, 2016 . doi: 10.1002/lary.25578. 

 

24. Shinohara S, Suehiro A, Kikuchi M, Harada H, Kishimoto I, Imai Y: A case of desmoid tumor 

co-existing with recurrent squamous cell carcinoma in the larynx. Auris Nasus Larynx 44; 3; 

365–369, 2016. 

 

25. Shinohara S, Kikuchi M, Harada H, Takebayashi S, Yunoki K, Yamazaki K: The influence of 

American Society of Anesthesiologists Physical Status on patient morbidity and survival after 
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total thyroidectomy. Endocrine Journal 63; 11: 999-1004, 2016 

 

（2016.1～2016.12） 学会発表 

（Ⅰ）国際学会 

1. Harada H, Shinohara S, Suehiro A, Fujiwara K, Kishimoto I, Kuwata F, Hayashi K, Yamamoto 

R, Naito Y: Neck dissection for cervical lymph node metastases from primaries not in the head 

and neck. AHNS 9th International Conference on Head and Neck Cancer, Seattle, U. S. A, 

2016.7.16-20 

2. Shinohara S, Suehiro A, Harada H, Kikuchi M, Kishimoto I, Kuwata F, Yamamoto R, Hayashi 

K, Yamazaki K, Yunoki K: Does ASA physical status make an influence on tha patients’ survival 

after total thyroidectomy? AHNS 9th International Conference on Head and Neck Cancer, 

Seattle, U. S. A, 2016.7.16-20 

3. Kikuchi M, Raghvendra M. Srivastava, Lingyi S, Dexing Z, Carolyn J. Anderson, Barry E, 

Robert L. Ferris1 David A. Clump：Pet imaging of radiation-induced PD-L1 upregulation in 

tumor micro-environments using ZR-89 labeled PD-L1 AB in AB16F10 mouse model. AHNS 9th 

International Conference on Head and Neck Cancer, Seattle, U. S. A, 2016.7.16-20 

4. Naito Y, Kishimoto I, Moroto S, Sasaki I, Fujiwara K: Electrically evoked brainstem responses 

of prelingually deafened children who underwent sequential bilateral cochlear implantation. 

2016 Annual CORLAS meeting, Bordeaux, France, 2016.8.28-31 

5. Harada H, Shinohara S, Suehiro A, Fujiwara K, Kishimoto I, Hayashi K, Yamamoto R, Naito Y: 

ND for metastases from primaries that are not in the head and neck. American Academy of 

Otolaryngology-Head and Neck Surgery Annual Meeting (AAO-HNSF 2016), San Diego, U. S. A, 

2016.9.18-21 

6. Naito Y: Two cases with novel vestibular aqueduct anomalies who underwent successful 

cochlear implantation.  New trends in healing implant sciences 2016 -Hakuba meeting in 

OKUSHIGA-, 長野県下高井郡, 2016.10.8-10 

 

（Ⅱ）国内学会 

7. 篠原尚吾, 菊地正弘, 末廣 篤, 岸本逸平, 原田博之：基礎疾患により甲状腺専門病院から紹介のあ

った甲状腺手術症例の対策と経過. 第 26 回日本頭頸部外科学会, 名古屋市, 2016.1.28-29 

8. 原田博之, 篠原尚吾, 末廣 篤, 岸本逸平, 林 一樹, 内藤 泰：胸腹部原発癌の頸部リンパ節転移

に対する頸部郭清術についての検討. 第 26 回日本頭頸部外科学会, 名古屋市, 2016.1.28-29 

9. 林 一樹, 篠原尚吾, 末廣 篤, 原田博之, 岸本逸平, 佐藤悠城, 上原慶一郎:肺腫瘍血栓性微小血管

症(PTTM)による呼吸不全のため急激に死の転機をたどった舌下腺腺様嚢胞癌症例. 第 26 回日本頭

頸部外科学会, 名古屋市, 2016.1.28-29 

10. 竹林慎治，宇井千佳子，北村育身，笠井揚子，奈良浩治，中村満，中平真衣，谷上由城，林泰之，
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木村俊哉，山田光一郎，暁久美子，池田浩己，三浦誠．嚥下外来受診後の転帰の検討．第 39 回日

本嚥下医学会総会ならびに学術講演会, 大阪, 2016.2.12-13 

11. 末廣 篤, 前川圭子：音声障害を主訴に耳鼻咽喉科を初診した神経筋疾患. 第 67 回日本喉頭科学会, 

大阪市, 2016.3.3-4 

12. 大西晶子, 諸頭三郎, 藤井直子, 前川圭子, 岸本逸平, 藤原敬三, 篠原尚吾, 内藤 泰：両側人工内耳

装用小児における語音聴取成績の検討. 第 182 回日耳鼻兵庫県地方部会, 西宮市, 2016.3.27 

13. 藤井直子, 諸頭三郎, 大西晶子, 前川圭子, 藤原敬三, 篠原尚吾, 内藤 泰：残存聴力活用型人工内

耳 (EAS: Electric acoustic stimulation)の小児例 5例の術後成績. 第 182 回日耳鼻兵庫県地方部会, 

西宮市, 2016.3.27 

14. 前川圭子，末廣 篤， 藤井直子, 大西晶子, 諸頭三郎，山本亮介, 林 一樹，原田博之, 岸本逸平, 藤

原敬三, 篠原尚吾, 内藤  泰：音声治療が奏功した音声振戦症の一例．第 182 回日耳鼻兵庫県地方

部会，西宮市，2016.3.27 

15. 白井裕美子，土師知行，小嶋康隆，末廣 篤，前川圭子，雲井一夫：強直性脊椎炎を基礎疾患とす

る竹節状声帯症例．第 182 回日耳鼻兵庫県地方部会，西宮市，2016.3.27 

16. 藤原敬三, 内藤 泰, 篠原尚吾, 末廣 篤, 岸本逸平, 原田博之, 山本亮介, 林 一樹：内服ステロイ

ド治療による突発性難聴の治療成績. 第 182 回日耳鼻兵庫県地方部会, 西宮市, 2016.3.27 

17. 原田博之, 篠原尚吾, 末廣 篤, 岸本逸平, 林 一樹, 内藤 泰 : 胸腹部原発癌の頸部リンパ

節転移に対する頸部郭清術についての検討. 第 28 回京都耳鼻咽喉科研究発表会,京都市, 2016.4.2 

18. 篠原尚吾, 原田博之,末廣 篤, 岸本逸平, 林 一樹, 内藤 泰: 全身麻酔のリスク（ASA-PS）

は甲状腺全摘術後の全生存率に影響するか？ 第 28 回京都耳鼻咽喉科研究発表会,京都市, 2016.4.2 

19. 篠原尚吾, 末廣 篤, 原田博之, 林 一樹, 山本亮介, 桑田文彦, 岸本逸平, 藤原敬三, 内藤 泰：全

身麻酔のリスクは、甲状腺全摘術後の生命予後に影響するか？第 117 回日本耳鼻咽喉科学会, 名古

屋市, 2016.5.18-21 

20. 山本亮介, 内藤 泰, 林 一樹, 桑田文彦, 原田博之, 岸本逸平, 末廣 篤, 藤原敬三, 篠原尚吾：小

児両側人工内耳の成績. 第 117 回日本耳鼻咽喉科学会, 名古屋市, 2016.5.18-21 

21. 竹林慎治, 中平真衣, 谷上由城, 林 泰之, 木村俊哉, 曉 久美子, 池田浩己, 三浦 誠：口蓋扁桃摘

出術後出血の検討.  第 117 回日本耳鼻咽喉科学会, 名古屋市, 2016.5.18-21 

22. 三浦 誠, 竹林慎治, 曉 久美子, 木村俊哉, 山田光一郎, 林 泰之, 谷上由城, 中平真衣, 池田浩

己：外耳道奇形を伴わない中耳奇形例の検討. 第 117回日本耳鼻咽喉科学会,名古屋市, 2016.5.18-21 

23. 篠原尚吾, 占野尚人, 末廣 篤, 菊地正弘, 原田博之, 岸本逸平, 林 一樹：当院における中下咽頭

表在癌の臨床的特徴・治療・合併症と治療成績・問題点について.第 40 回日本頭頸部癌学会, さい

たま市, 2016.6.9-10 

24. 竹林慎治, 谷上由城, 中平真衣, 林 泰之, 木村俊哉, 山田光一郎, 松本久美子, 池田浩己, 三浦 

誠：放射線治療後に生じた下咽頭癌に対する経口腔的腫瘍切除後の経験. 第40回日本頭頸部癌学会, 

さいたま市, 2016.6.9-10 

25. 小坂恭弘, 小久保雅樹, 篠原尚吾, 末廣 篤, 原田博之：頭頸部原発悪性腫瘍に対する放射線治療の

予測困難な中断. 第 40 回日本頭頸部癌学会, さいたま市, 2016.6.9-10 

26. 末廣 篤, 篠原尚吾, 林 一樹, 原田博之, 岸本逸平：Biphenotypic Sinonasal Sarcoma 例. 第 40



5 

 

回日本頭頸部癌学会, さいたま市, 2016.6.9-10 

27. 原田博之, 篠原尚吾, 小坂恭弘, 小久保雅樹, 竹信俊彦, 末廣 篤, 岸本逸平, 林 一樹：当科におけ

る根治照射後の放射線性骨髄炎の検討. 第 40 回日本頭頸部癌学会, さいたま市, 2016.6.9-10 

28. 諸頭三郎, 前川圭子, 山崎朋子, 玉谷輪子, 大西晶子, 藤井直子：当科の小児人工内耳術後成績. 第

17 回日本言語聴覚学会, 京都市, 2016.6.10-11 

29. 藤原敬三,内藤  泰,篠原尚吾, 末廣  篤,岸本逸平,原田博之, 桑田文彦, 山本亮介: 反復性髄膜炎を

内耳窓閉鎖術により制御しえた common cavity 奇形の 1 例. 第 78 回耳鼻咽喉科臨床学会, 鹿児島

市, 2016.6.23-24 

30. 桑田文彦, 篠原尚吾, 山本亮介, 原田博之, 岸本逸平, 末廣 篤, 藤原敬三, 内藤 泰: 上顎洞内に

生じたコレステリン肉芽腫症例. 第 78 回耳鼻咽喉科臨床学会, 鹿児島市, 2016.6.23-24 

31. 山本亮介, 篠原尚吾, 末廣 篤, 原田博之, 桑田文彦, 岸本逸平, 藤原敬三, 内藤 泰: 著明な高 Ca 

血症により術前から拡大切除を計画した副甲状腺癌例. 第 78 回耳鼻咽喉科臨床学会, 鹿児島市, 

2016.6.23-24 

32. 谷上由城, 中平真衣, 林 泰弘, 木村俊哉, 山田光一郎, 曉 久美子, 竹林慎治, 池田浩己, 三浦 

誠：一度の生検で診断が困難であった症例の検討. 第 78 回耳鼻咽喉科臨床学会, 鹿児島市, 

2016.6.23-24 

33. 竹林慎治, 中平真衣, 谷上由城, 林 泰弘, 木村俊哉, 山田光一郎, 曉 久美子, 池田浩己, 三浦 

誠：入院再手術症例の検討. 第 78 回耳鼻咽喉科臨床学会, 鹿児島市, 2016.6.23-24 

34. 松永麻美, 大田耕造, 牛呂幸司, 道田哲彦, 脇坂仁美, 中村 一: 当院における鼻副鼻腔乳頭腫の検

討；exophytic papilloma に合併した carcinoma in situ. 第 78 回耳鼻咽喉科臨床学会, 鹿児島市, 

2016.6.23-24 

35. 牛呂幸司, 藤本康子, 道田哲彦, 松永麻美, 脇坂仁美, 大田耕造, 中村 一: 甲状腺未分化癌との鑑

別に苦慮した滑膜肉腫の１例. 第 78 回耳鼻咽喉科臨床学会, 鹿児島市, 2016.6.23-24 

36. 内藤 泰：小児人工内耳―大いなる成功と最近のトピックス（ランチョンセミナー）. 第 11 回日本

小児耳鼻咽喉科学会, 徳島市, 2016.6.30-7.1 

37. 藤井直子, 諸頭三郎, 大西晶子, 岸本逸平, 内藤 泰：残存聴力活用型人工内耳（EAS: Electric 

acoustic stimulation）の小児例 5 例の術後成績. 第 11 回日本小児耳鼻咽喉科学会, 徳島市, 

2016.6.30-7.1 

38. 道田哲彦, 内藤 泰, 篠原尚吾, 藤原敬三, 竹林慎治, 原田博之, 林 一樹, 山本亮介, 齊田浩二：小

児両側同時人工内耳埋め込み術の経験. 第 183 回日耳鼻兵庫県地方部会, 神戸市, 2016.7.9 

39. 齊田浩二, 篠原尚吾, 原田博之, 道田哲彦, 竹林慎治, 林 一樹, 山本亮介, 藤原敬三, 内藤 泰：急

性喉頭蓋炎様の症状を示した副甲状腺腫瘍出血の 1 例. 第 183 回日耳鼻兵庫県地方部会, 神戸市, 

2016.7.9 

40. 川瀬哲明, 内藤 泰：「耳鳴診療ガイドライン作成にむけて」標準耳鳴検査法－その記載法について

－（パネルディスカッション、パネリスト）. 日本聴覚医学会 第 2 回耳鳴難聴研究会, 東京都, 

2016.7.9 

41. 内藤 泰, Claude J：人工内耳における低侵襲手術─術者の視点から(ランチョンセミナー). 第 26

回日本耳科学会, 松本市, 2016.10.5-8 
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42. 藤原敬三, 内藤 泰, 竹林慎治, 原田博之, 道田哲彦: 中耳疾患の診療において撮影された MRI 拡

散強調画像の検討(テーマセッション). 第 26 回日本耳科学会, 松本市, 2016.10.5-8 

43. 道田哲彦, 内藤  泰, 藤原敬三, 竹林慎治, 原田博之: 小児両側同時人工内耳埋め込み術─自験例の

検討. 第 26 回日本耳科学会, 松本市, 2016.10.5-8 

44. 道田哲彦，藤原敬三，内藤 泰：音響性聴器障害の非対称性に関しての検討.第 61 回日本聴覚医学

会, 盛岡市, 2016.10.19-21 

45. 大西晶子，諸頭三郎，前川圭子，山崎朋子，玉谷輪子，藤井直子，藤原敬三，内藤 泰：データロ

ギング機能を用いた人工内耳装用小児の装用状況と音環境の検討.第 61 回日本聴覚医学会, 盛岡市, 

2016.10.19-21 

46. 藤原敬三，内藤  泰，宇佐美真一，道田哲彦：当科で施行した先天性難聴の遺伝学的検査に関する

検討.第 61 回日本聴覚医学会, 盛岡市, 2016.10.19-21 

47. 篠原尚吾, 竹林慎治, 原田博之, 菊地正弘, 末廣 篤, 山崎和夫, 柚木一馬:  ASA-PS による全身

状態のスコア―が甲状腺全摘後の総生存率に及ぼす影響について. 第49回日本甲状腺外科学会, 甲

府市, 2016.10.27-28 

48. 竹林慎治, 齊田浩二, 山本亮介, 林 一樹, 道田哲彦, 原田博之, 藤原敬三, 篠原尚吾, 内藤 泰：左

総頸動脈蛇行症を伴った甲状腺手術の１例. 第 49 回日本甲状腺外科学会,甲府市, 2016.10.27-28  

49. 林 一樹, 篠原尚吾, 末廣 篤, 原田博之, 市川千宙, 今井幸弘, 佐竹悠良：ひとたび寛解したもの

の 9 年後に肺転移巣で死の転帰をたどった甲状腺未分化癌の症例. 第 49 回日本甲状腺外科学会, 

甲府市, 2016.10.27-28 

50. 前川圭子, 土師知行，吐師道子，城本  修: 新しい喉頭ストロボスコピー評価トレーニングプログ

ラムの開発と有用性の検証. 第 61 回日本音声言語医学会総会・学術講演会, 横浜市, 2016.11.3 

51. 末廣  篤，前川圭子，大森孝一: 音声振戦症に対する音声治療. 第 61 回日本音声言語医学会総会・

学術講演会, 横浜市, 2016.11.3 

52. 山本真子，前川圭子，白井裕美子，雲井一夫: 般化に難渋した機能性発声障害症例.  第 61 回日本

音声言語医学会総会・学術講演会, 横浜市, 2016.11.3 

53. 白井裕美子，土師知行，山本真子，前川圭子，雲井一夫: 小児声帯結節症例に対する音声治療第 61

回日本音声言語医学会総会・学術講演会, 横浜市, 2016.11.3 

54. 篠原尚吾, 占野尚人, 竹林慎治, 原田博之, 森田周子: 当院における咽頭表在癌治療. 第 6 回関西頭

頸部腫瘍懇話会, 大阪市, 2016.11.5 

55. 中平真衣, 竹林慎治, 本多啓吾,暁 久美子,山田光一郎,木村俊哉,林 泰之,谷上由城,池田浩己, 三浦 

誠: 甲状腺硝子化策状腫瘍例. 第 68 回日本気管食道科学会総会, 東京, 2016.11.17-18 

56. 齊田浩二, 藤原敬三, 竹林慎治, 原田博之, 道田哲彦, 林 一樹, 山本亮介, 篠原尚吾, 内藤 泰：中

耳腺腫の 1 例. 第 184 回日耳鼻兵庫県地方部会, 西宮市, 2016.11.27 

57. 山本亮介, 篠原尚吾, 齊田浩二, 林 一樹, 道田哲彦, 原田博之, 竹林慎治, 藤原敬三, 内藤 泰：腫

瘍随伴症候群と思われる多関節炎を合併した甲状腺乳頭癌症例. 第 184 回日耳鼻兵庫県地方部会, 

西宮市, 2016.11.27 

58. 道田哲彦：小児両側同時人工内耳手術の経験. 第 29 回京都耳鼻咽喉科研究会, 京都市, 2016.12.3 
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（III）講演・オープンカンファレンス等 

59. 前川圭子:小児の構音障害に対する評価と治療（講演）. 第 14 回難聴と人工内耳に関する勉強会, 神

戸市, 2016.3.6 

60. 前川圭子：音声障害の評価と治療(特別講演). 神戸医療福祉専門学校実習指導者会議 , 三田市, 

2016.4.16 

61. 諸頭三郎：小児内耳、内耳道奇形例に対する人工内耳医療（講演）. 神戸聴覚特別支援学校職員研

修会,  神戸市, 2016.4.28. 

62. 諸頭三郎：思春期を迎えた難聴児の課題と対応－医療・心理・学習－.西宮市難聴児親の会（講演）, 

西宮市, 2016.5.8 

63. 藤原敬三：先天性難聴の遺伝子検査.神戸地区耳鼻咽喉科医会連絡会（講演）、学術講演会・臨床セ

ミナー, 神戸市, 2016.6.25 

64. 前川圭子：構音障害の治療について（講演）. 兵庫県言語聴覚士会小児学習会. 神戸市, 2016.7.3 

65. 諸頭三郎：人工内耳の効果と限界（講演）.和歌山県立和歌山ろう学校職員研修会 .和歌山市, 

2016.7.25 

66. 内藤 泰：耳科手術から見た側頭骨画像所見読影のポイント（日耳鼻領域講習講演）.富山県呉西地

区耳症例研究会, 高岡市, 2016.9.15 

67. 諸頭三郎：人工内耳の効果と限界、そして対応（講演）. 姫路聴覚支援学校および東播地区難聴学

級担任研修会. 姫路市, 2016.9.16 

68. 諸頭三郎：人工内耳の最新の動向（講演）.兵庫県立こばと聴覚特別支援学校研修会 ,西宮市, 

2016.11.11 

69. 藤原敬三,竹林慎治, 末廣 篤, 原田博之, 道田哲彦, 林 一樹, 山本亮介, 齊田浩二：ご紹介頂いた

症例呈示,治療方針,経過報告,診療の話題. 第 13 回神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉

科・頭頸部外科 地域合同オープンカンファレンス,神戸市,2016.12.8 前川圭子: 小児に対する構音

指導のコツ. 神戸市通級指導教室研修会, 神戸市, 2016.11.22 

70. 内藤 泰: これからの難聴小児の医療について. 神戸市立総合療育センター難聴児通園施設難聴児

クラス保護者勉強会, 神戸市, 2016.12.2 

71. 山崎朋子：当科の人工内耳 最近のトピック. 第 13 回神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽

喉科・頭頸部外科 地域合同オープンカンファレンス,神戸市, 2016.12.8 

72. 前川圭子：喉頭外来. 第 13 回神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 地域

合同オープンカンファレンス,神戸市, 2016.12.8 

73. 篠原尚吾: 扁桃癌の患者さんご紹介のお願い －HPV 関連中咽頭癌に対する低侵襲治療の前向き臨

床研究－. 第 13 回神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 地域合同オープ

ンカンファレンス,神戸市, 2016.12.8 

74. 内藤 泰：神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉科・平成 28 年の現況. 第 13 回神戸市立

医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 地域合同オープンカンファレンス,神戸市, 

2016.12.8 


