
第 54 回	 日本鼻科学会	 	 （平成 27年 10月 1日 2日 3日：広島国際会議場） 

会長	 平川	 勝洋（広島大学）	

特別講演及びそれに準ずる講演 セミナー,	International	Session	 ランチョンセミナー等  
一般  
演題数  

 

海外招聘講演1	

司会：	

春名	 眞一（獨協医科大学）	

演者：	

Raymond	Sacks	

	

	

海外招聘講演2	

Evolution	of	endoscopic	surgery	of	

the	ventral	skull	base.	

司会：	

森山	 	 寛	

（東京慈恵会医科大学	名誉教授）	

演者：	

Richard	J	Harvey	

	

	

特別講演	

謎の深海生物にさぐる宇宙生命の可能

性	

司会：	

川内	 秀之（島根大学）	

演者：	

長沼	 	 毅（広島大学）	

	

	

教育講演	

好酸球性副鼻腔炎の診断ガイドライン	

司会：	

飯野ゆき子（自治医科大学名誉教授）	

演者：	

藤枝	 重治（福井大学）	

	

	

学会賞受賞講演	

鼻科学アップデートセミナー1	

副鼻腔炎を取り巻く難治化因子	

司会：	

池田	 勝久（順天堂大学）	

清水	 猛史（滋賀医科大学）	

	

	

鼻科学アップデートセミナー2	

アレルギー性鼻炎の病態機序に基づい

た新たな治療戦略	

司会：	

大久保公裕（日本医科大学）	

岡本	 美孝（千葉大学）	

	

	

教育セミナー	

ESS：基本手技とその適応，副損傷の対

処法	

司会：原田	 	 保（川崎医科大学）	

演者：鴻	 	 信義（東京慈恵会医科大

学）	

	

	

臨床セミナー1	

司会：	

市村	 恵一（石橋総合病院）	

演者：	

今吉正一郎（自治医科大学）	

花澤	 豊行（千葉大学大学）	

	

	

臨床セミナー2	

司会：	

原渕	 保明（旭川医科大学）	

演者：	

モーニングセミナー1	

司会：	

山中	 	 昇（和歌山県立医科大学）	

演者：	

佐藤	 圭創（九州保健福祉大学）	

	

	

モーニングセミナー2	

鼻腔生理学フォーラム	

司会：	

大木	 幹文（北里大学）	

竹内	 裕美（鳥取大学）	

演者：	

野本	 美香（福島県立医科大学）	

中田	 誠一（藤田保健衛生大学）	

大木	 幹文（北里大学）	

	

	

ランチョンセミナー1		

舌下免疫療法の検証	

司会：	

岡本	 美孝（千葉大学）	

演者：	

大久保公裕（日本医科大学）	

	

	

ランチョンセミナー2	

アレルギー性結膜疾患治療で知って

おきたい目の知識	

司会：	

西﨑	 和則（岡山大学）	

演者：	

福島	 敦樹（高知大学）	

	

	

261
演題 



司会：	

川内	 秀之（島根大学）	

演者：	

神田	 晃（関西医科大学）	

	

	

シンポジウム	

鼻科学臨床研究の勧め	

司会：	

氷見	 徹夫（札幌医科大学）	

黒野	 祐一（鹿児島大学）	

演者：	

亀倉	 隆太（札幌医科大学）	

坂下	 雅文（福井大学）	

菊田	 周（東京大学）	

長門	 利純（旭川医科大学）	

	

パネルディスカッション	

司会：	

友田	 幸一（関西医科大学）	

内藤	 健晴（藤田保健衛生大学）	

演者：	

三輪	 高喜（金沢医科大学）	

竹内	 万彦（三重大学）	

竹内	 裕美（鳥取大学）	

春名	 眞一（獨協医科大学）	

	

	

日本アレルギー学会依頼講演	

ガイドラインに基づいたアナフィラキ

シーへの対応	

司会：	

藤枝	 重治（福井大学）	

演者：	

海老澤元宏（日本アレルギー学会） 

小林	 正佳（三重大学大学）	

森	 	 繁人（もり耳鼻咽喉科アレルギ

ー科クリニック）	

	

	

鼻科基礎研究ハンズオンセミナー	

鼻・副鼻腔組織の病理組織サンプル作

製と遺伝子解析のコツ	

神田	 	 晃（関西医科大学）	

尹	 	 泰貴（関西医科大学）	

泉	 	 恵子（ライカマイクロシステム

ズ）	

大場	 利治（タカラバイオ株式会社）	

大場	 利治（タカラバイオ株式会社）	

野山	 和廉，岡野	 光博（岡山大学）	

高橋	 有一（タカラバイオ株式会社）	

	

	

	

	

韓国鼻科学会会長講演	

Tissue	remodelling	in	upper	airway;	

epigenetic	regulation	

司会：	

平川	 勝洋（広島大学）	

演者：	

Heung-Man	Lee	

	

	

日韓鼻科学ジョイントセッション	

司会：	

Heung-Man	Lee（Korea	University）	

増山	 敬祐（山梨大学）	

演者：	

Takechiyo	Yamada	

Yuji	Nakamaru	

Chang-Hoon	Kim	

Jin	Kook	Kim	

ランチョンセミナー3	

アレルギー性鼻炎の病態と最新の治

療法	

司会：	

鈴木	 正志（大分大学）	

演者：	

鈴木	 元彦（名古屋市立大学）	

	

	

ランチョンセミナー4	

アレルギー性鼻炎に対する薬物療法

の基本とトピックス	

鼻副鼻腔炎に対する治療アプローチ

（副鼻腔炎に対する手術療法）	

司会：	

清水	 猛史（滋賀医科大学）	

演者：	

寺田	 哲也（大阪医科大学）	

和田	 弘太（東邦大学）	

	

	

ランチョンセミナー5	

ドライノーズの先制医療	 ―タフノ

ーズへの展開―	

司会：	

竹内	 万彦（三重大学）	

演者：	

三輪	 正人（日本医科大学）	

	

	

ランチョンセミナー6	

鼻噴霧用ステロイド薬	 Up-To-Date	

司会：	

洲崎	 春海（総合東京病院鼻副鼻

腔・アレルギー疾患研究所）	

演者：	

太田	 伸男（山形市立病院済生館）	

	



	

	

International	Session	1	

司会：	

太田	 伸男（山形市立病院済生館）	

竹野	 幸夫（広島大学）	

演者：	

Kazunori	Kubota	

M	A	Ragaee	

Abdul	Kadir	

	

	

International	Session	2	

司会：	

清水	 猛史（滋賀医科大学）	

Chang-Hoon	Kim（Yonsei	University	

College	of	Medicine）	

演者：	

Yukinori	Kato	

Takaya	Higaki	

Dong-Young	Kim	

Yong-Dae	Kim	

	

	

International	Session	3	

司会：	

川内	 秀之（島根大学）	

岡野	 光博（岡山大学）	

演者：	

Richard	J	Harvey	

BS	Gendeh	

Emmanuel	Prokopakis	

Stephan	Vlaminck 

	

ランチョンセミナー7	

アレルギー性鼻炎の治療における抗

ヒスタミン薬の新たな位置付け	

司会：	

竹中	 	 洋（大阪医科大学	 名誉教

授）	

演者：	

黒野	 祐一（鹿児島大学大学院医歯

学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外

科学）	

	

	

イブニングセミナー	

上下気道の接点と好酸球性炎症	 ―

ステロイド療法の新展開―	

司会：	

夜陣	 紘治（広島大学	名誉教授）	

演者：	

竹野	 幸夫（広島大学）	

保澤総一郎（広島アレルギー呼吸器

クリニック） 
 

 


