
 
第 58 回日本鼻科学会総会・学術講演会	 	 （令和元年 10月 3日,4日 5日：都市センターホテル） 

会長	 大久保	 公裕（日本医科大学）	

特別講演、領域共通講習 シンポジウム等	 ハンズオン、ランチョン等   
一般  
演題数  

 

理事長講演  
司会：竹中 洋（京都府立医科大学
 学長） 
講師：川内 秀之（一般社団法人日
本鼻科学会 理事長） 
 
 
 
教育講演 
司会：清水 猛史（滋賀医科大学） 
講師：Kwang Chul Kim 
 
 
 
日本鼻科学会賞授賞式・記念講演 
司会：川内 秀之（一般社団法人 日
本鼻科学会理事長）  
演者：秋山 貢佐（香川大学） 
 
 
 
日本鼻科学会優秀論文賞授賞式 
司会：竹内 万彦（日本鼻科学会編
集委員長） 
 
 
 
共通講習 医療倫理 特別講演 1 
AIロボットと医療倫理 
司会：原田 保（川崎医科大学） 
講師：大和田勇人（東京理科大学） 
 
 
 

シンポジウム 1 
内視鏡手術の指導医制度と

医療安全 
司会：春名 眞一（獨協医科
大学）， 
平川 勝洋（広島県立広島病
院	 院長） 
講師：春名 眞一（日本鼻科
学会鼻副鼻腔手術手技機能

評価委員会） 
共通講習 医療安全 
講師：小嶋 一幸（獨協医科
大学 第一外科） 
 
 
 
シンポジウム 2 
粘膜防御機能とカテーテル

治療 
司会：川内 秀之（島根大学） 
友田 幸一（関西医科大学） 
シンポジスト： 
Joo-Heon Yoon 
Vladimir Kozlov 
Akihiko Nakamura 
Hiroki Ikeda 
Masamichi Iijima 
Shoji Matsune 
 
 
 
シンポジウム 3 
司会：竹内 裕美（鳥取

大学） 

基礎ハンズオンセミナー 
ブース A 基礎演題 1 
ブース B 基礎演題 2 
ブース C 基礎ハンズオン委員会
演題 1 マルチプレックスアッセ
イの基礎と手技 
ブース D 基礎ハンズオン委員会
演題 2（リバイバルシリーズ） 組
織切片の作製方法 
 
 
 
臨床ハンズオンセミナーベーシ

ックコース 
司会：鴻 信義（東京慈恵会医科
大学耳鼻咽喉科学教室） 
シェーバーとバーの基本操作 
 
 
 
臨床ハンズオンセミナーアドバ

ンスコース 
司会：鴻 信義（東京慈恵会医科
大学耳鼻咽喉科学教室） 
止血トレーニングコース 
 
 
 
市民公開講座 
鼻の病気の最新情報：アレルギ

ー性鼻炎と副鼻腔炎 
司会：藤枝 重治（福井大学） 
講師：後藤 	 穰（日本医

科大学） 

 248
演題 



共通講習 感染対策 特別講演 2 
司会：洲崎 春海（昭和大学名誉教
授） 
講師：工藤 翔二（公益財団法人結
核予防会理事長） 
 
 
 
共通講習 専門医としての人間性
ならびに社会性向上に資する講演 
特別講演 3 
数学と医療 
司会：内藤 健晴（藤田医科大学看
護専門学校 校長） 
講師：合原 一幸（東京大学 
生産技術研究所） 
 
 
 
領域講習 会長講演 
アレルギー性鼻炎治療の現在と未

来 
司会：岡本 美孝（千葉労災病院） 
講師：大久保公裕（第 58 回日本
鼻科学会総会・学術講演会会長） 
 
  
インターナショナルスペシャルレ

クチャー1 
司会：清水 猛史（滋賀医科大学） 
講師：Philippe Gevaert（Dept. of 
Otorhinolaryngology Ghent 
University, Belgium） 
 
 
 
インターナショナルスペシャルレ

クチャー2 

三輪高喜（金沢医科大学） 
シンポジスト： 
小林 正佳（三重大学） 
Joaquim Mullol 
 
 
 
ミニシンポジウム 1 
MS-1群：アレルギー性鼻炎 
司会：後藤 穣（日本医科大
学） 
横井 秀格（杏林大学） 
シンポジスト： 
鈴木 元彦（名古屋市立大学 
医学部 耳鼻咽喉科） 
戸嶋 一郎（滋賀医科大学 医
学部 耳鼻咽喉科） 
中野 誠一（徳島大学 医学部 
耳鼻咽喉科） 
大久保公裕（日本医科大学 
耳鼻咽喉科学講座） 
 
 
 
ミニシンポジウム 2 
MS-2群：好酸球性副鼻腔炎
（1） 
司会：坂田 俊文（福岡大学） 
高林 哲司（福井大学） 
シンポジスト： 
神人 彪（大阪医科大学附属
病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外
科） 
比野平恭之（神尾記念病院 
耳鼻咽喉科） 
都築 建三（兵庫医科大学 医
学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外
科） 

藤枝	 重治（福井大学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
ランチョンセミナー1 
司会：丹生	 健一（神戸大学） 
講師：大村 和弘（東京慈恵会医
科大学 耳鼻咽喉科） 
講師：坂本 達則（京都大学大学
院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸
部外科） 
 
 
 
ランチョンセミナー2 
司会：小林	 一女（昭和大学） 
演者：若林健一郎（北里大学北

里研究所病院） 
 
 
 
ランチョンセミナー3 
司会：原渕	 保明（旭川医科大

学） 
演者：小林	 良樹（関西医科大

学） 
 
 
 
ランチョンセミナー4 
司会：鈴木	 幹男（琉球大学） 
演者：松脇	 由典（松脇クリニ

ック品川） 



司会：鴻 信義（東京慈恵会医科大
学） 
講 師 ：Carl H Snyderman 
 
 
 
インターナショナルディスカッシ

ョン ―フリーディスカッション
― 
 
司会：Yositaka Okamoto 
Joaquim Mullol 
Martin Desrosiers 
Philippe Gevaert 
Shigeharu Fujieda 
 
 
 
インターナショナルセッション 1 
司会：竹内 万彦（三重大学） 
Chang-Hoon Kim 
演者： 
Sung Jae Heo 
Sang Chul Park 
Yoshimasa Imoto 
Chang-Hoon Kim 
 
 
 
インターナショナルセッション 2 
司会：増山	 敬祐 
Sung Wan Kim 
演者： 
Hyun Jik Kim 
Aya Honma 
Hyung-Ju Cho 
 
 

小林 良樹（関西医科大学 耳
鼻咽喉科・頭頸部外科） 
 
 
 
ミニシンポジウム 3 
MS-3群：鼻副鼻腔手術（1） 
司会：河田 了（大阪医科大
学） 
出島 健司（京都第二赤十

字病院） 
シンポジスト： 
菊地 正弘（京都大学大学院
医学研究科 耳鼻咽喉科・頭
頸部外科） 
佐藤 公則（佐藤クリニック
耳鼻咽喉科・頭頸部外科・睡

眠呼吸障害センター） 
森 恵莉（東京慈恵会医科大
学耳鼻咽喉科学教室） 
森下 裕之（三重大学大学院
医学系研究科 耳鼻咽喉・頭
頸部外科） 
 
 
 
ミニシンポジウム 4 
司会：寺田 哲也（大阪医科
大学） 
中丸 裕爾（北海道大学） 
シンポジスト： 
木戸口正典（福井大学 医学
部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 
東山 由佳（関西医科大学総
合医療センター  耳鼻咽喉
科・頭頸部外科） 
出島 健司（京都第二赤十字
病院） 

 
 
 
ランチョンセミナー5 
司会：春名	 眞一（獨協医科大

学）  
演者：藤枝	 重治（福井大学） 
 
 
 
ランチョンセミナー6 
司会：阪上	 雅史（兵庫医科大

学） 
演者：鈴木	 康弘（東京医科歯

科大学） 
 
 
 
ランチョンセミナー7 
司会：池田	 勝久（順天堂大学） 
深川  和己（両国眼科クリニッ
ク） 
高村  悦子（東京女子医科大学 
眼科） 
 
 
 
ランチョンセミナー8 
司会：武田	 憲昭（徳島大学） 
演者：川島佳代子（大大阪はび

きの医療センター） 
 
 
 
ランチョンセミナー9 
司会：黒野	 祐一（鹿児島大学） 
演者：Martin Desrosiers 
 



 
インターナショナルセッション 3 
司会：岡野 光博（国際医療福祉大
学） 
近藤 健二（東京大学） 
演者： 
Tetsuya Terada 
Emmanuel Prokopakis 
Sung Wan Kim 
 
 
 
インターナショナルミニシンポジ

ウム 
司会：松根 彰志（日本医科大学武
蔵小杉病院） 
山田武千代（秋田大学） 
演者： 
Sang Duk Hong 
David A. Gudis 
Vladimir Kozlov 
 
国際化プログラム 1：ベーシック
コース 
司会：岡野 光博（国際医療福祉大） 
講師：Kwang Chul Kim（Arizona 
University） 
 
 
 
国際化プログラム 2：アドバンス
コース 
司会：太田 伸男（東北医科薬科大
学） 
川内 秀之（島根大学） 
講師：Kwang Chul Kim 
Emmanuel Prokopakis 
川内 秀之（島根大学） 

松根 彰志（日本医科大学武
蔵小杉病院 耳鼻咽喉科） 
 
 
 
ミニシンポジウム 5 
司会：久保 伸夫（ザ・北浜
タワー耳鼻咽喉科皮膚科ク

リニック） 
比野平恭之（神尾記念病院） 
シンポジスト：	  
中川 隆之（京都みみはな短
期滞在手術センター） 
大村 和弘（東京慈恵会医科
大学 耳鼻咽喉科） 
中尾	 崇（東京女子医科大学

東医療センター 形成外科） 
児玉 悟（1児玉耳鼻咽喉
科クリニック） 
 
 
 
ミニシンポジウム 6 
司会：志賀 英明（金沢医科
大学） 
都築 建三（兵庫医科大学） 
シンポジスト：	  
上羽 瑠美（東京大学 耳鼻咽
喉科・頭頸部外科） 
鈴木 宏和（国立長寿医療研
究センター耳鼻咽喉科） 
端山 昌樹（大阪大学大学院 
医学系研究科 耳鼻咽喉科・
頭頸部外科学） 
平位 知久（県立広島病院 耳
鼻咽喉科・頭頸部外科） 
三國谷由貴（弘前大学 大学
院 医学研究科 耳鼻咽喉科

 
 
ランチョンセミナー10 
司会：今野	 昭義（千葉大学名

誉教授） 
演者：吉川	 衛（東邦大学医療

センター大橋病院） 
 
 
 
ランチョンセミナー11 
司会：竹野	 幸夫（広島大学） 
演者： 
和田 弘太（東邦大学医学部医学
科耳鼻咽喉科 大森病院） 
朝子 幹也（関西医科大学総合医
療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部
外科） 
 
 
 
ランチョンセミナー12 
司会：荻野	 敏（大阪大学） 
演者：太田	 伸男（東北医科薬

科大学） 
 
 
 
モーニングセミナー1 
司会：中川	 隆之（京都みみは

な短期滞在手術センター） 
演者：田中	 秀峰（筑波大学） 
 
 
 
モーニングセミナー2 
司会：岡野 光博（国際医

療福祉大学） 



協力者：Wilfred Germeraad 
山崎恵理子（Elsevier Japan） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学） 
 
 
 
パネルディスカッション 
女性医師活躍社会を目指し

て 
司会：海原 純子（日本医科
大学医学教育センター健診

医療センター） 
討論参加者：小林 一女（昭
和大学） 
討論参加者：木村 まき（知
音会 みみ・はな・のど メデ
ィカルクリニック） 
 

演者：山田武千代（秋田大学） 
 
 
 
モーニングセミナー3 
司会：大木 幹文（北里大学メデ
ィカルセンター）， 
中田 誠一（藤田医科大学 耳 鼻
咽喉科学 II講座） 
演者： 
中村 真浩（順天堂大学 耳鼻咽
喉・頭頸科） 
栃木 康佑（獨協医科大学埼玉医
療センター耳鼻咽喉科） 
中田 誠一（藤田医科大学 耳鼻
咽喉科学 II講座） 
 
 
 

 


