
 

耳鼻咽喉科学講座 

 

 

◆ 著 書 

）Kawano H,Nakanishi H,Tsuboi Y,Kimitsuki T,Tono T,Komune S:Surgery for tympanosclerotic stapes 

fixation.A report of 6cases.In:Proceedings of the 3rd symposium on middle ear mechanics in research 

and otology,Gyo K,Wada H(ed),World scientific Publishing,Singapore,pp284-289,2004 

） Toyama K,Komune S,Lin J,Paparella MM:Temperature-Sensitive SV40 immortalized rat middle ear 

epithelial cells. In:Proceedings of the 3rd symposium on middle ear mechanics in research and 

otology,Gyo K,Wada H(ed),World scientific Publishing,Singapore,pp110-115,2004 

）小宗静男：耳硬化症．今日の治療指針 2004，山口哲・北原光夫編集，医学書院，東京，pp1014，2004 

 

 

◆ 原 著 

）Kimitsuki T,Hara Y,Komune S:Hearing preservation in perilymphatic fistula due to a congenital fistula 

in an adult.Eur Arch Otorhinolaryngol 261:133-135,2004 

）Kiyomizu K,Tono T,Dewen Y,Haruta A,Kodama T,Komune S:Correlation of CT analysis and auditometry 

in Japanese otosclerosis.Auris Nasus Larynx 31:125-129,2004 

）Katsuhiro T,YoungkiKim,MichaelM.Paparella,Jizhenlin:Temperature-sensitive SV40-immortalized rat 

middle ear epithelial cells. Annals of Otology,Rhinology ＆Laryngology,113：967－974 

）Matsuda K, Zheng J, Du GG, Klocker N, Madison LD, Dallos P. N-linked glycosylation sites of the 

motor protein prestin: effects on membrane targeting and electrophysiological function. 

J Neurochem. 2004 May;89(4):928-38. 

）T. Kimitsuki, M. Ohashi, Y. Wada, S. Fukudome, S. Komune: Inactivating and non-inactivating potassium 

currents in isolated inner hair cells from guinea pig cochlea.< /font>Acta Otolaryngol 553: 1-5, 2004 

）河野浩万，中西 悠，小松原幸子，君付 隆，小宗静男：鼓室硬化症によるアブミ骨手術の成績．Otol Jpn 

14(1)：70-74，2004 

）清水謙祐，外山勝浩，坪井康浩，河野浩万，春田 厚，奥田 匠，小宗静男：中耳術後の眼振に関する検

討．Otol Jpn 14(5): 688-692，2004 

）清水謙祐, 君付 隆, 河野浩万, 春田 厚, 小宗静男, 中野真一, 脇坂信一郎：術後著しい聴力改善を認

めた小脳橋角部髄膜腫症例.耳喉頭頸 76(11）:765-769,2004 

）河野浩万，大橋 充，中島崇博，坪井康浩，小宗静男：前鼓室棘切断術とアブミ骨手術で聴力改善した鼓

室硬化症によるアブミ骨固着の 2症例．日本耳鼻咽喉科学会会報 107：1011～1014,2004 

）須田佳人，春田 厚，小松原幸子，中島崇博，清水順一，直野秀和，外山勝浩：当科におけるボイスプロ

ステーシス（PROVOX2®）を用いた二期的気管食道瘻（T-Eシャント）形成術法．日本耳鼻咽喉科学会会報 107：



1033～1037,2004 

）清水謙祐，外山勝浩，坪井康浩，河野浩万，春田 厚，奥田 匠，小宗静男：中耳術後の眼振に関する検

討．Otol Jpn14(5):688-692，2004 

）春田 厚，須田佳人，中島崇博，外山勝浩：術後顔面浮腫予防のための外頸内頸静脈吻合術．頭頚部外科

14（3）：221～225，2004 

 

 

◆ 総説 

）矢野貴徳，小玉隆男，春田 厚：外科医の求める画像診断２「頭頸部」，臨床画像 20（8），976-983，2004 

）松田圭二，小宗静男：スポーツ外傷・コンタクトスポーツによる耳の外傷．臨床スポーツ医学 21（8）別

冊，889-894，2004 

 

 

その他 

）春田 厚：健康相談室 Q&A（耳鼻咽喉科）．Health& Life(9)：17，20 

 

 

◆ 特別講演 

○全国シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ 

）小宗静男：中耳手術の基本手技−鼓膜形成術と乳突削開術．第 14 回日本頭頸部外科学会総会・学術講演会

ビデオセミナー，2004年 1月，東京 

）春田 厚，中島崇博，外山勝浩，小宗静男：気管形成におけるチタンメッシュの利用．日本気管食道科学

会会報 55（2）：148，2004 

 

 

○ 研究会その他 

）春田 厚：嚥下機能から見た下咽頭癌の外科手術．第 7 回宮崎県頭頸部手術手技および感染防御研究会・

教育講演，2004年 2月，宮崎 

）堀之内謙一：突発性難聴の臨床的特徴と治療．第 5回耳の日学術講演会・教育講演，2004年 3 月，宮崎 

）春田 厚：下咽頭癌の最近の治療．第 5 回宮崎 6期会，2004年 4月，宮崎 

）河野浩万：聴こえのしくみ、人工内耳のしくみ．聴こえに関する相談会・講演会,2004 年 12月,延岡 

 

 

◆ 学会，研究会報告 

○ 国際学会 

） Komatsubara S,Wada Y,Kawano H,Haruta A,Komune S,Kodama T:DPOAE in cochlearnerve deficiency. 



Association for Research in Otolaryngology,2004 年 2月,Florida 

）Ohashi M,Komune S,Suganuma T:Annular ligament of rat stapediovestibular joint consists of a parallel 

array of numerous elastic fibers. Association for Research in Otolaryngology,2004 年 2月,Florida 

）Tsuchiya K, Kim Y, Ondrey F, Lin J :The molecular mechanism of Interleukin-8 transcription by 

Pneumococcal cell wall envelope in middle ear epithelial cells of rat in vitro. Association for 

Research in Otolaryngology,2004 年 2 月,Florida 

）Kobayashi H, Yanagita T, Yokoo H, Itoh S, Sugano T, Satoh S, Nemoto T, Wada A. (2004) Regulation 

of adrenomedullin and proadrenomedullin N-terminal 20 peptide expression by nerve growth factor in 

PC12 cells. 2004 COE international symposium on recent advance in biological active peptides and signal 

transduction.2004年12月，宮崎 

 

 

○全国学会 

）奥田 匠，花牟禮 豊，笠野藤彦，鹿島直子：蝶形骨洞を主病変とした症例の検討．第 14回日本頭頸部外

科学会総会・学術講演会，2004年 1 月，東京 

）春田 厚，須田佳人，中島崇博，小宗静男：術後顔面浮腫予防のための外頚内頚静脈吻合術．第 14 回日本

頭頸部外科学会総会・学術講演会，2004年 1月，東京 

）小松原幸子，和田由起，河野浩万，君付 隆，春田 厚，小宗静男：内耳硬化症に対する人工内耳手術．

第 14 回日本頭頸部外科学会総会・学術講演会，2004年 1月，東京 

）須田佳人，春田 厚，外山勝浩，小宗静男：偶然に発見された顎関節 Synovial chondromatosis の１例．

第 14 回日本頭頸部外科学会総会・学術講演会，2004年 1月，東京 

) 菅野孝，柳田俊彦，佐藤伸矢，横尾宏毅，小林英幸，和田明彦：インスリン受容体シグナリング・ニコチ

ン受容体による調節．第77回日本薬理学会年会，2004年3月，大阪 

）佐藤伸矢，横尾宏毅，菅野孝，柳田俊彦，小林英幸，和田明彦：グリコゲン合成酵素カイネースの構成的

な活性によるインスリン受容体とインスリン受容体基質-1および-2の発現調節．第77回日本薬理学会年会，

2004年3月，大阪 

）横尾宏毅，菅野孝，佐藤伸矢，柳田俊彦，小林英幸，和田明彦：インスリン受容体シグナル伝達分子の発

現調節機構．第77回日本薬理学会年会，2004年3月，大阪 

）河野浩万，松田圭二，中島崇博，清水順一，小宗静男：Retrofacial approach による鼓室洞内に進展した

真珠腫に対する手術．第 105 回日本耳鼻咽喉科学会学術講演会，2004年 5月，広島 

）君付 隆，大橋 充，福留真二，松田圭二，小宗静男：グルタミン酸によりほれ惹起されるモルモット蝸

牛内有毛細胞イオン電流．第 105回日本耳鼻咽喉科学会学術講演会，2004年 5月，広島 

）松田圭二，小宗静男，Dallos Peter:Protein Kinase C を介するリン酸化が Prestin 機能に及ぼす影響．

第 105回日本耳鼻咽喉科学会学術講演会，2004年 5月，広島 

）春田 厚，須田佳人，小松原幸子，外山勝浩，中西 悠：遊離空腸に対する Provox留置術．第 105 回日本

耳鼻咽喉科学会学術講演会，2004 年 5月，広島 



）松田圭二, ダロス ピーター，河野浩万，奥田 匠，中島崇博，君付 隆，春田 厚：プレスチン機能と

Protein Kinase C(PKC)を介するリン酸化の役割．第 14 回日本耳科学会総会，2004年 10月，京都 

）森満 保：中耳真珠腫発症における鼓室隔膜の役割り．第 14回日本耳科学会総会，2004年 10月，京都 

）定永正之，佐藤伸也，河野浩万，森満 保：耳鼻真珠腫症例での前鼓室開放術の実際．第 14 回日本耳科学

会総会，2004年 10 月，京都 

）河野浩万，中島崇博，清水順一，外山勝浩，春田 厚：鼓室型グロームス腫瘍の 1症例．第 14 回日本耳科

学会総会，2004年 10月，京都 

）中島崇博，河野浩万，須田佳人，松田圭二，春田 厚：当科における慢性中耳炎に対する鼓室形成術の検

討．第 14回日本耳科学会総会，2004年 10月，京都 

）奥田 匠，外山勝浩，坪井康浩，河野浩万，春田 厚：シリコンシート留置による鼓膜の再癒着防止法と

しての効果について．第 14 回日本耳科学会総会，2004 年 10月，京都 

）大橋 充，坪井康浩，君付 隆，小宗静男，菅沼龍夫：ラットアブミ骨前庭関節の免疫組織化学．第 14回

日本耳科学会総会，2004年 10 月，京都 

）坪井康浩，河野浩万，中山 翼，小宗静男，春田 厚：耳硬化症の術後聴力長期成績．第 14回日本耳科学

会総会，2004年 10 月，京都 

）川畑隆之，笠野藤彦，田中紀充，花牟禮 豊：高位頸静脈球により蝸牛窓閉鎖を認めた伝音性難聴の一症

例．第 14回日本耳科学会総会，2004年 10月，京都 

）土屋克之，外山勝浩，春田 厚：肺炎球菌ペプチドグリカン-ポリサッカライドによる Interleukin-8誘導

の分子メカニズムの検討．第 14 回日本耳科学会総会，2004年 10 月，京都 

）外山勝浩，土屋克之，南 愼一，春田 厚，小宗静男：肺炎球菌由来 PG-PS の中耳粘膜および気道粘膜上

皮細胞の増殖に及ぼす影響について．第 14回日本耳科学会総会，2004年 10月，京都 

）中山 翼, 倉内 紀子, 河野浩万, 春田 厚：3 歳代で人工内耳装用を開始した 4 症例の構音の変化.第

14 回日本音声言語医学会総会・学術講演会 ミニシンポジウム, 2004年 11月, 熊本 

）清水謙祐, 君付 隆, 小宗静男：当科における ENG 症例の統計的検討.第 63 回日本めまい平衡医学会総

会,2004年 11月,群馬 

) 春田 厚, 須田佳人, 中島崇博, 岩永英憲, 外山勝浩：当科における遊離空腸再建術後の Provox2 留置症

例―術後ビデオ透視による検討．第 56 回日本気管食道科学会総会学術講演会,2004年 11 月,東京 

) 長井慎成, 須田佳人,小松原幸子, 中島崇博, 坪井康浩, 外山勝浩, 春田 厚：当院における

ProvoxHME(Heat and Moisture Exchanger)の使用経験および患者アンケート．第 56 回日本気管食道科学会総

会学術講演会,2004年 11月,東京 

）須田佳人, 春田 厚, 中島崇博, 小松原幸子, 外山勝浩, 奥田 匠：気管チューブと内視鏡を用いたプロ

ボックス 2留置術．第 56回日本気管食道科学会総会学術講演会,2004年 11 月,東京    

 

 

○研究会 

）直野秀和：内耳硬化症に対する人工内耳の適応．第 8 回宮崎鼻・副鼻腔研究会，2004 年 1月，宮崎 



）岩永英憲：頭頸部腫瘍における PETの検討．第 8回宮崎鼻・副鼻腔研究会，2004年 1月，宮崎 

）清水順一，福留真二，清水謙祐，佐藤伸矢，春田 厚，小宗静男：事故から 15 年の経過で発症した外リン

パ瘻の一例．第 10 回宮崎県めまい研究会，2004年 2月，宮崎 

）清水謙祐，君付 隆，松田圭二，堀之内謙一，小宗静男：輻輳誘発性眼振の一症例．第 10回宮崎県めまい

研究会，2004年 2月，宮崎 

）牧元 宏，小松原幸子，鳥原康治：食道穿孔および気腫・膿瘍をきたした食道異物の１例．第 5 回県北耳

鼻咽喉科臨床会，2004年 6月，延岡 

）南 愼一，大迫廣人：耳鼻咽喉科領域の自己免疫疾患３症例．第 5回県北耳鼻咽喉科臨床会，2004年 6月，

延岡 

）清水順一，長井慎成，福留真二，外山勝浩，松浦宏司，春田 厚：小児急性中耳炎の起炎菌の現況につい

て．学術講演会，2004年 7月，宮崎 

）菅野孝，柳田俊彦，佐藤伸矢，横尾宏毅，小林英幸，吉川教恵，和田明彦： ニコチン受容体刺激によるイ

ンスリン受容体シグナリングの増強メカニズム．第8回宮崎Neuroscience研究会，2004年9月，宮崎 

 

 

○ 地方部会他 

）河野浩万：高齢者の耳の健康について．耳の日無料講演，2004年 3 月，宮崎 

）堀之内謙一：子供に多い耳・鼻・のどの病気．耳の日無料講演，2004年 3 月，宮崎 

）君付 隆：耳鳴りは治るか？耳の日無料講演，2004年 3月，宮崎 

）坪井康浩：花粉症のはなし．耳の日無料講演，2004年3月，宮崎 

）鳥原康治，牧元 宏：輪状軟骨原発軟骨肉腫の１症例．第31回日耳鼻南九州合同地方部会学術講演会，2004

年4月，熊本 

）山崎正幸，長井慎成，鍋倉 隆，植木義裕：喉頭悪性リンパ腫の１症例．第31回日耳鼻南九州合同地方部

会学術講演会，2004年4月，熊本 

）岩永英憲，松田圭二，春田 厚，小宗静男，藤田晴吾，長町茂樹：頭頸部腫瘍におけるFDG-PETの検討．第

31回日耳鼻南九州合同地方部会学術講演会，2004年4月，熊本 

）笠野藤彦，奥田 匠，花牟礼豊，鹿島直子：側頭骨骨折による髄液耳漏の一症例．第31回日耳鼻南九州合

同地方部会学術講演会，2004年4月，熊本 

）堀之内謙一，君付 隆，清水謙祐，春田 厚，小宗静男：当科における突発性難聴の治療成績．第31回日

耳鼻南九州合同地方部会学術講演会，2004年4月，熊本 

）奥田 匠，外山勝浩，坪井康浩，河野浩万，春田 厚：シリコンシート留置による鼓膜の再癒着防止法と

しての効果について．第 19 回九州連合地方部会学術講演会，2004年 7月，熊本 

）中島崇博，河野浩万，須田佳人，松田圭二，春田 厚：当科における慢性中耳炎に対する鼓室形成術の検

討．第 19回九州連合地方部会学術講演会，2004年 7月，熊本 

）下薗政巳，長井慎成，山崎正幸，植木義裕，上園繁弘：腎症治療における扁摘の有効性．第 19 回九州連合

地方部会学術講演会，2004年 7月，熊本 



）高岩一貴,直野秀和,清水順一,松浦宏司,外山勝浩,春田 厚：宮崎大学外来・入院統計．第 98 回日耳鼻宮

崎県地方部会学術講演会,2004 年 12 月,宮崎 

）下薗政巳,中西 悠,山崎正幸,長井慎成,鍋倉 隆,植木義裕：県立宮崎病院入院・手術統計．第 98 回日耳

鼻宮崎県地方部会学術講演会,2004 年 12月,宮崎 

）原由紀代：古賀総合病院入院・手術統計．第 98回日耳鼻宮崎県地方部会学術講演会,2004年 12月,宮崎 

) 鍋倉 隆,永井知幸,下薗政巳：国立都城病院入院・手術統計．第 98 回日耳鼻宮崎県地方部会学術講演

会,2004年 12月,宮崎 

）竹中美香,井藤健：県立日南病院入院患者統計．第 98 回日耳鼻宮崎県地方部会学術講演会,2004 年 12 月,

宮崎 

）鳥原康治,牧元 宏,小松原幸子：県立延岡病院入院統計．第 98 回日耳鼻宮崎県地方部会学術講演会,2004

年 12 月,宮崎 

）大迫廣人,南 愼一：日向済生会病院平成 16年度入院・手術統計．第 98回日耳鼻宮崎県地方部会学術講演

会,2004年 12月,宮崎 

）岩永英憲,長井慎成,松田圭二,春田 厚：当科で経験された炎症性偽腫瘍の２例．第 98 回日耳鼻宮崎県地
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