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京都府京都市 
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群の自験例. 新規診断マーカーCTPを用いた難治性内耳疾患の多施設検討, 2011
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1) 奥田 匠, 松田圭二, 佐藤伸矢, 土屋克之, 外山勝浩, 東野哲也: 鼻腔内
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外来統計. 第 28回宮崎県耳鼻咽喉科懇話会, 2011年 1月 15日, 宮崎県宮崎市 

3) 鈴木亜季, 佐藤伸矢, 東野哲也: 外耳道に認められた線維性組織球症の 1例.
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29回宮崎県耳鼻咽喉科懇話会, 2011年 2月 10日, 宮崎県宮崎市 

5) 中村 雄: 感染後発症した仮性動脈瘤の 1 例. 第 30 回宮崎県耳鼻咽喉科懇

話会, 2011年 3月 6 日, 宮崎県宮崎市 

6) 東野哲也: 日本耳科学会用語委員会報告 2010 の要点、中耳真珠腫進展度分

類その他. 第 31回宮崎県耳鼻咽喉科懇話会, 2011年 4月 14日, 宮崎県宮崎市 

7) 平原信哉, 松田圭二, 永野由起, 長井慎成, 東野哲也: Propranolol が著効

した乳幼児耳下腺血管腫症例. 第 116 回日耳鼻宮崎県地方部会学術講演会, 

2011年 5月 28日, 宮崎県宮崎市 

8) 下薗政巳: 急速に進行した頚部食道癌の 1例. 第 116回日耳鼻宮崎県地方部

会学術講演会, 2011 年 5月 28日, 宮崎県宮崎市 

9) 鳥原康治, 福留真二: ジェニナックが奏功した副鼻腔炎 3症例. 第 116回日

耳鼻宮崎県地方部会学術講演会, 2011年 5月 28日, 宮崎県宮崎市 

10) 中西 悠, 松田圭二, 東野哲也: 乳突洞内に発生したコレステリン嚢胞症

例. 第 116回日耳鼻宮崎県地方部会学術講演会, 2011年 5月 28日, 宮崎県宮崎

市 

11) 鍋倉 隆, 土屋克之, 松田圭二, 東野哲也: 一側性耳硬化症における臨床

的特徴の検討. 第 116 回日耳鼻宮崎県地方部会学術講演会, 2011 年 5 月 28 日, 
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