
 
第 56 回	 日本鼻科学会	 	 （平成 29年 9月 28日 29日 30日：甲府富士屋ホテル） 

会長	 増山	 敬祐（山梨大）	

特別講演及び International	Session セミナー,など		 ランチョンセミナー等   
一般  
演題数  

 

招待講演1 

My 20 years’ odyssey in the sea of rhinoplasty 

司会：増山	 敬祐（山梨大学） 

演者：Yong Ju Jang（Korea） 

 

 

招待講演2 

Induction of human antigen-specific tolerance: 

the GRASS trial, clinical and mechanistic 

outcomes 

司会：岡本	 美孝（千葉大） 

演者：Stephen R Durham（UK） 

 

 

スペシャルレクチャー  

Recent research advances in European 

Rhinology 

司会：川内	 秀之（島根大） 

演者：Valerie J Lund（UK） 

 

 

特別講演  

山梨のワイン情報とワインの商品開発 

司会：鈴木	 正志（大分大学） 

演者：柳田	 藤寿（山梨大地域食物科） 

 

基礎セミナー  

アレルギーと体内時計 

司会：竹内	 万彦（三重大） 

演者：中尾	 篤人（山梨大免疫学） 

 

 

シンポジウム1 

鼻科専門医による鼻中隔外鼻形成術 

司会：浅香	 大也（慈恵医大）， 

	 	 	 児玉	 	 悟（大分大） 

シンポジスト 

飯村	 慈朗（慈恵医大） 

朝子	 幹也（関西医大） 

宮本	 秀高（筑波大） 

宮脇	 剛司（慈恵医大形成外科） 

 

 

シンポジウム2 

嗅覚障害の病態・治療研究の最前線 

司会：近藤	 健二（東京大学）， 

	 	 志賀	 英明（金沢医科大学） 

シンポジスト 

小河	 孝夫（滋賀医大） 

西嶌	 大宣（東大） 

村井	 	 綾（岡山大） 

山田健太郎（金沢医大） 

モーニングセミナー	 鼻腔生理学

フォーラム 2017 

司会： 

大木	 幹文（北里大）， 

鈴木	 立俊（北里大） 

演者 

大谷真喜子（和歌山県医大） 

原	 	 英喜（國學院大人間開発学部） 

大木	 幹文（北里大） 

 

 

ランチョンセミナー1 

司会：太田	 伸男（東北医科薬科大学） 

1．スギ・ヒノキ花粉症の根治を目指

した研究 

岡野	 光博（国際医療福祉大） 

2．アレルギー性鼻炎に対する治療効

果の予測は可能か？ 

山田武千代（秋田大） 

 

 

ランチョンセミナー2 

アレルギー性結膜炎診療 Up to date

～鑑別診断と治療戦略～ 

司会：大久保公裕（日本医大） 

演者：庄司	 	 純（日本大眼科） 

演者：高村	 悦子（東京女子医大学眼

科） 

 

 

 

 

 

 

 251
演題 



 

鼻科学会賞受賞講演  

Longer latency of sensory response to 

intravenous odor injection predicts olfactory 

neural disorder. 

司会：川内	 秀之（日本鼻科学会	 理事長） 

演者：菊田	 	 周（東大） 

 

 

 

韓国鼻科学会スペシャルレクチャー  

Endoscopic management of the patient with 

visual impairment 

司会：原渕	 保明（旭川医大） 

演者：Jin Hee Cho（Korea） 

 

 

日韓セッション  

司会：Sang-Chul Lim， 

	 	 	 清水	 猛史（滋賀医大） 

Sang-Chul Lim（Korea） 

Kazuhiro Omura（Dokkyo, Japan） 

Chang-Hoon Kim（Korea） 

Koji Matsumoto（Shiga, Japan） 

 

 

International session 1 

司会：Valerie Lund（UK）， 

	 	 	 山田武千代（秋田大） 

 

 

シンポジウム3 

アレルゲン免疫療法 

司会：大久保公裕（日本医科大）， 

岡野	 光博（国際医療福祉大学） 

シンポジスト 

松岡	 伴和（山梨大） 

春名	 威範（岡山大） 

後藤	 	 穣（日本医大） 

湯田	 厚司（ゆたクリニック） 

 

 

パネルディスカッション1 

副鼻腔炎に対するprecision medicine 

司会：上條	 	 篤（山梨大）， 

竹野	 幸夫（広島大） 

パネリスト 

中丸	 裕爾（北大） 

石野	 岳志（広大学） 

二之宮貴裕（福井大） 

 

 

パネルディスカション2 

難治性鼻出血への対応 

司会：三輪	 高喜（金沢医大） 

公受	 伸之（島根大総合医療学） 

パネリスト 

初鹿	 恭介（山梨大） 

ランチョンセミナー3 

京都大学における移動型術中コーン

ビーム CTの有用性について 

司会：村上	 信五（名市大） 

演者：山下	 	 勝（京大） 

演者：丹治	 正大（京大脳神経外科） 

 

 

ランチョンセミナー4 

司会：中川	 隆之（京都大） 

1 ． Outside-in frontal drill-out 

technique―より安全で効率的なドリ

リングを目指して― 

児玉	 	 悟（大分大） 

2．腫瘍性病変に対する経鼻内視鏡下

での前頭蓋底切除術および再建術の

ポイント 

花澤	 豊行（千葉大） 

 

 

ランチョンセミナー5 

鼻アレルギー治療戦略の再構築～薬

物療法から免疫療法まで～ 

司会：池田	 勝久（順天堂大） 

演者：阪本	 浩一（大阪市大） 

 

 

ランチョンセミナー6 

アレルギー性鼻炎の疫学調査からみ

る治療と対策 

司会：西﨑	 和則（岡山大） 

演者：坂下	 雅文（福井大） 

 

 

 

 

 

 



演者 

Farah Dayana Zahedi（University Kebangsaan 

Malaysia Medical Centre, Malaysia） 

Masayuki Karaki（Tanaka ENT Clinic, Japan） 

Jung-Soo Kim （ Kyungpook National 

University, Korea） 

Ioannis Konstantinidis（Aristotle University, 

Greece） 

Masayoshi Kobayashi （ Mie University 

Graduate School of Medicine, Japan） 

Kun Hee Lee（ Kyung Hee University at 

Gangdong, Korea） 

 

International session 2 

司会： Jung-Soo KIM（Kyungpook National 

University）， 

高林	 哲司（福井大） 

演者 

Gil Vicente（ St. Luke’ s Medical Center, 

Philippine） 

Tetsuya Terada （ Osaka Medical College, 

Japan） 

Soo Whan Kim（The Catholic University of 

Korea, Korea） 

Daiju Sakurai（Chiba University, Japan） 

Salina Husain （ University Kebangsaan 

Malaysia Medical Centre, Malaysia） 

 

 

小宮山雅樹（大阪市立総合医療センター） 

新井田	 要（金沢医大遺伝子 

医療センター） 

市村	 恵一（石橋総合病院） 

 

 

パネルディスカッション3 

睡眠の視点からみた鼻治療・ 

手術の適応は？ 

司会：千葉伸太郎（太田総合病院太田睡眠

科学センター）， 

中田	 誠一（藤田保健衛生大） 

パネリスト 

鈴木	 雅明（帝京大） 

中川	 隆之（京大学） 

千葉伸太郎（慈恵医大） 

和田	 弘太（東邦大学） 

 

 

臨床ハンズオンセミナー・  

エキスパートコース  

My experience of transnasal endoscopic 

skull base surgery in Beijing Tongren 

Hospital of China 

司会：鴻	 	 信義（慈恵医大） 

演者：Bing Zhou 

 

 

臨床ハンズオンセミナー・  

ランチョンセミナー7 

臨床薬理学から見た非鎮静性抗ヒス

タミン薬 

司会：今野	 昭義（総合南東北病院ア

レルギー・頭頸部センター） 

演者：谷内	 一彦（東北大学機能薬理

学） 

 

 

ランチョンセミナー8 

嗅覚障害の基礎と臨床―アレルギー

性鼻炎から神経変性疾患まで― 

司会：藤枝	 重治（福井大） 

演者：近藤	 健二（東大） 

 

 

ランチョンセミナー9 

新しい 3D内視鏡を用いた内視鏡下鼻

副鼻腔手術 

司会：田中	 秀峰（筑波大） 

演者：中川	 隆之（京大） 

 

 

ランチョンセミナー10 

頭頸部領域における免疫療法 

司会：近松	 一朗（群馬大） 

演者：田原	 	 信（国立がん研究セン

ター東病院頭頸部内科） 

 

 

市民公開講座  

好酸球性副鼻腔炎とアレルギー性鼻

炎を学ぶ 

司会：藤枝	 重治（福井大学） 

演者 

藤枝	 重治（福井大） 

上條	 	 篤（山梨大） 

 



専門医共通講習会	 安全  

医療安全へのアプローチと 

リスクマネジメント 

司会：荻野	 	 敏（大阪大学	 名誉教授） 

演者： 

鈴木	 章司（山梨大臨床教育部） 

 

 

専門医共通講習会	 倫理  

生命倫理と医療倫理 

司会：夜陣	 紘治（広大） 

演者：香川	 知晶（山梨大） 

アドバンスコース  

・止血トレーニングコース 

・拡大前頭洞手術（EMLP）コース 

司会：朝子	 幹也（関西医大） 

 

 

臨床ハンズオンセミナー・  

ベーシックコース  

シェーバーとバーの基本操作 

司会：鴻	 	 信義（慈恵医大） 

 

 

基礎ハンズオンセミナー  

基礎研究も裾野を広げる 

①ブースA：フローサイトメーターの基礎

とアプリケーション 

五十嵐	 賢（山梨大）,他 

②ブースB：in situハイブリダイゼーショ

ンの手法の概要とコツ 

白崎	 英明（札幌医大） 

③ブースC：siRNAを用いた遺伝子ノック

ダウンの基礎と応用 

神田	 	 晃（関西医大）,他 

 


