
第 46 回	 日本鼻科学会	 	 （平成 19年 9月 27日：ホテル東日本宇都宮	 28日・29日：栃木県総合文化センター） 

会長	 市村	 恵一（自治医大） 

特別講演及びそれに準ずる講演 シンポジウム・教育セミナー ランチョン・パネル 日韓セッション  
一般  
演題数  

 

スポンサードレクチャー	

Can	 all	 frontal	 sinus	

surgery	be	endoscopic?	

司会：間島	 雄一（三重大）	

演 者 ： Donald	 Leopold	

（ University	 of	 Nebraska	

Medical	Center，アメリカ）	

	

会長講演	

オスラー病患者の鼻出血

への対応	

演者：市村	 恵一（自治医大）	

	

特別講演１	

Evidence	 based	

rhinology	 -	 Does	 it	

exist?	

司会：洲崎	 春海（昭和大）	

演者：Valerie	Lund	（Royal	

National	Throat,	Nose	&	Ear	

Hospital，イギリス）	

	

特別講演 2	

Treating	dysosmia,	from	

saline	to	surgery	

司会：古川	 仭（金沢大）	

演 者 ： Donald	 Leopold

（ University	 of	 Nebraska	

Medical	Center，アメリカ）	
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賞記念講演	

CpG モチーフを結合させた

T 細胞エピトープペプチド

によるアレルギー性鼻炎

シンポジウム	

鼻副鼻腔の組織修復	 	 	

司会：黒野	 祐一（鹿児島大）,	

丹生	 健一（神戸大）	

	

1.	アレルギー性鼻炎における

リモデリングとその制御	

	 竹内	 万彦（三重大）	

2.	副鼻腔炎における組織修復

〜好酸球の意義	

大堀	 純一郎（鹿児島大）	

3.	嗅上皮におけるグルココル

チコイドのアポトーシス誘

導	

高野澤	 美奈子（自治医大）	

4.	嗅神経細胞の再生	

土井	 清司（神戸大）	

	

教育セミナー１	

小児鼻疾患への対応―小児

副鼻腔炎の臨床―	

司会兼演者：飯野	 ゆき子	

（自治大宮）	

	 	 	 	 	 	佐野	 光仁（大

阪府立母子保健総合医療セン

ター）	

	

教育セミナー２	

外鼻の臨床	

司会兼演者：	

加瀬 	 康弘（埼玉医大）	 	

	 	

「外鼻の臨床」	

久保	 伸夫（関西医大男山）

「 僕 た ち の

ランチョンセミナー1	

頭頸部癌治療－最近の

知見と今後の展開－	

司会：佃	 守（横浜市大）	

演者：藤井	 博文（自治

医大臨床腫瘍部）	

	

ランチョンセミナー2	

成人の急性副鼻腔炎

の抗菌剤療法－レスピ

ラトリーキノロンの役

割について－	

司会：山中	 昇（和歌山

県医大）	

演者：杉田	 麟也（杉田

耳鼻咽喉科医院）	

	

ランチョンセミナー3	

花粉曝露室研究の現状

と将来	

司会：今野	 昭義	

（南東北病院）	

演者：榎本	 雅夫（日赤

和歌山医療センター）	

	

ランチョンセミナー4	

慢性副鼻腔炎の難治化

因子とその対応	

司会：春名	 眞一	

（獨協医大）	

演者：竹野	 幸夫	

（広島大）	

	

ランチョンセミナー5	

抗ヒスタミン薬鎮静作

日韓セッションⅠ 

座長：Heung-Man Lee 

(Korea University 

College of Medicine), 

原渕	 保明（旭川医大） 

 

1.Isolates of aerobic 

bacteria and sensitivity 

test to antibiotics in 

chronic rhinosinusitis 

with nasal polyp 

 

2.Pathogenesis-related 

cytokine production by 

Staphylococcal 

enterotoxin in 

dispersed nasal polyp 

cells: relationship with 

COX metabolism 

 

3.Effect of PPAR 

agonists on TGF-β

1-induced 

myofibroblast 

differentiation and 

extracellular matrix 

production in nasal 

polyp fibroblasts 

 

4.Morphological and 

histochemical changes 

in Bowman’s glands in 

aged mouse olfactory 

mucosa 
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の治療	

司会：市村	 恵一（自治医大）	

演者：鈴木元彦（名古屋市大）	

	

招待講演	

Regulation	 of	 mucin	

gene	 expression	 in	

human	nasal	mucosa	

司会：川内	 秀之（島根大）	

演者：Joo-Heon	Yoon	(Yonsei	

Medical	College，韓国)	

	

Septorhinoplasty」	

 

用の分子イメージング

－主作用と副作用のは

ざまで－	

司会：藤枝	 重治（福井大）	

演者：田代	 学（東北大

サイクロトロン・ラジオ

アイソトープセンター	

サイクロトロン核医学研

究部）	

	

パネルディスカッショ

ン１	

前・中頭蓋底へのアプロ

ーチ	

司会：岸本誠司（東医歯大）	

1.前・中頭蓋底広範切除術

の侵襲軽減	

	 藤本	 保志（名古屋大）	

2.頭蓋外からの分割切除

による頭蓋底手術	

西野	 宏（自治医大）	

3.	硬性内視鏡を用いた頭

蓋底手術	

鴻	 信義（慈恵医大）	

4.	前頭蓋底手術における

手術支援ーナビゲーシ

ョン、内視鏡、実体模型	

角田	 篤信（東医歯大）	

	

パネルディスカッショ

ン２	

鼻疾患に対する東洋医

学的アプローチ	 	 	

司会：荻野	 敏（阪大）	

1.耳科漢方治療の基礎知

識	

	 村松	 慎一（自治医大	

地域医療センター	 東

 

 

日韓セッションⅡ 

座長：Seon-Tae Kim 

(Gil Medical Center, 

Gachon University of 

Medicine & Science), 

内藤	 健晴（藤田保健衛

生大） 

 

1.Urgent repair using 

orbital edge skin 

incision for orbital floor 

trapdoor fracture 

 

2.Revision rhinoplasty 

for correction of 

deviated nose 

 

3.Visual loss secondary 

to sphenoid mycetoma: 

a case report 

 

4.Resection of agger 

nasi in endoscopic 

extended frontal sinus 

surgery 

 

5.The effect of Asian 

sand dust in mucin 

production at airway 

epithelial cell 

 

6.Indomethacin has the 

proapoptotic and 

anti-tumorigenic 

effects on sinonasal 

cancer 



洋医学部門）	

2.局所・全身的な証を考慮

したアレルギー性鼻炎の

漢方治療	

稲葉	 博司（北の森耳鼻

咽喉科医院）	

3.アレルギー性鼻炎の漢

方治療	

山際	 幹和 1）2）（介護老人

保健施設	 みずほの里 1			

大台厚生病院	 耳鼻咽喉

科 2）	

4.鼻・副鼻腔疾患の漢方治

療	

金子	 達（金子耳鼻咽喉

科医院）	

 

 


