
演 題 一 覧
Ⅰ 宿題報告
学術講演 １日目 ５月２６日（木）

会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１３：４０～１４：４０）
１．「咽喉頭癌の経口的手術と反回神経の再生医療」

司 会：大森 孝一（京都大学教授）
演 者：塩谷 彰浩（防衛医科大学校病院長）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１３：１０～１４：１０）

２．「側頭骨・中頭蓋底疾患の病態と治療」
司 会：小林 俊光（仙塩利府病院耳科手術センター長）
演 者：中川 尚志（九州大学教授）

Ⅱ 臨床講演
学術講演 ２日目 ５月２７日（金）

会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１０：５０～１１：５０）
１．「耳科手術のパラダイムシフト―内視鏡下手術（EES）と外視鏡下手術（ExES）―」

司 会：伊藤 壽一（京都大学名誉教授）
演 者：欠畑 誠治（山形大学教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１０：５０～１１：５０）

２．「耳下腺腫瘍の臨床―体系的な診断・治療から得た新知見と将来展望―」
司 会：甲能 直幸（佼成病院院長）
演 者：河田 了（大阪医科薬科大学教授）

Ⅲ 特別講演
学術講演 １日目 ５月２６日（木）

会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１５：３０～１６：３０）
１．「技術・ビジネスイノベーションで切り拓く未来」

司 会：村上 信五（名古屋市立大学特任教授）
演 者：三木谷浩史（楽天メディカル株式会社代表取締役会長兼社長）
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学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１４：２０～１５：２０）

２．「日本発医療用ロボットの開発と未来医療への展望」
司 会：小川 郁（慶應義塾大学名誉教授）
演 者：橋本 康彦（川崎重工業株式会社代表取締役社長執行役員）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１３：０５～１４：０５）

３．「がんの近赤外光線免疫療法（光免疫療法・アルミノックス療法）」
司 会：吉崎 智一（金沢大学教授）
演 者：小林 久隆（米国国立がん研究所主任研究員）

Ⅳ 学会名改称記念招聘講演
学術講演 １日目 ５月２６日（木）

会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１６：４５～１７：４５）
「The Power of Interdisciplinary and Global Collaboration in Otolaryngology Care」

司 会：奥野 妙子（三井記念病院特任顧問）
演 者：Carol R. Bradford（米国耳鼻咽喉科頭頸部外科学会前会長）

Ⅴ 学会名改称・臨床医会設立記念式典・講演会
学術講演 ２日目 ５月２７日（金）

会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１８：００～１９：１０）
司 会：森山 寛（東京慈恵会医科大学名誉教授）
演 者：Ken Yanagisawa（米国耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会長）

村上 信五（日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会理事長）
福與 和正（日本臨床耳鼻咽喉科医会会長）

Ⅵ 会長講演
学術講演 １日目 ５月２６日（木）

会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１４：５０～１５：２０）
「命と機能を守る外科―頭頸部外科―」

司 会：加我 君孝（東京医療センター・臨床研究センター名誉センター長）
演 者：丹生 健一（神戸大学教授）
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Ⅶ シンポジウム
学術講演 １日目 ５月２６日（木）

会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （９：００～１０：３０）
１．「ジェンダーギャップとリーダーシップ」

司 会：阪上 雅史（兵庫医科大学病院長）
小林 一女（昭和大学教授）

シンポジスト：Konstantina Stankovic（Stanford University Chair）
高橋 政代（神戸アイセンター病院代表取締役社長）
錦織千佳子（神戸大学名誉教授）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１０：４０～１２：２０）

２．「補聴器・人工聴覚器による難聴へのアプローチ」
司 会：岩崎 聡（国際医療福祉大学三田病院教授）

山岨 達也（東京大学教授）
シンポジスト：西村 忠己（奈良県立医科大学講師）

工 穣（信州大学教授）
羽藤 直人（愛媛大学教授）
大崎 康宏（近畿大学講師）
白井 杏湖（東京医科大学講師）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１６：４０～１８：２０）

３．「ウイルスに克つ―ワクチンの最新動向―」
司 会：猪原 秀典（大阪大学教授）

藤岡 治（藤岡耳鼻咽喉科医院院長）
シンポジスト：脇田 隆字（国立感染症研究所長）

四宮 弘隆（神戸大学特命准教授）
森内 浩幸（長崎大学教授）
寺岡 正人（愛媛大学講師）
守本 倫子（国立成育医療センター診療部長）
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学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （９：００～１０：４０）

４．「メニエール病の病態・診断・治療 Update」
司 会：武田 憲昭（徳島大学教授）

岩﨑 真一（名古屋市立大学教授）
シンポジスト：柿木 章伸（神戸大学特命教授）

曾根三千彦（名古屋大学教授）
將積日出夫（富山大学教授）
堀井 新（新潟大学教授）
北原 糺（奈良県立医科大学教授）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１５：３０～１７：００）

５．「頭頸部がんの新たな治療戦略」
司 会：林 隆一（国立がん研究センター東病院副院長）

折田 頼尚（熊本大学教授）
シンポジスト：安藤 瑞生（岡山大学教授）

粟飯原輝人（大阪医科大学関西 BNCT共同医療センター専門教授）
花井 信広（愛知県がんセンター部長）
多田雄一郎（国際医療福祉大学三田病院准教授）
楯谷 一郎（藤田医科大学教授）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１５：３０～１７：００）

６．「次世代リーダーの育成」
司 会：藤枝 重治（福井大学教授）

藤岡 正人（慶應義塾大学講師）
シンポジスト：細谷 誠（慶應義塾大学助教）

金沢 佑治（静岡県立総合病院医長）
木戸口正典（福井大学特命助教）
熊井 琢美（旭川医科大学特任講師）
藤田 岳（神戸大学講師）
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学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （９：００～１０：４０）

７．「嗅覚障害診療の新展開 Bench to Clinic」
司 会：春名 眞一（獨協医科大学教授）

三輪 高喜（金沢医科大学教授）
シンポジスト：東原 和成（東京大学農学生命科学研究科教授）

都築 建三（兵庫医科大学教授）
小林 正佳（三重大学准教授）
森 恵莉（東京慈恵会医科大学講師）
上羽 瑠美（東京大学准教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１３：０５～１４：３５）

８．「オフィスで役立つリハビリテーション」
司 会：兵頭 政光（高知大学教授）

川嵜 良明（川嵜耳鼻咽喉科院長）
シンポジスト：新田 清一（済生会宇都宮病院科長）

山中 敏彰（奈良県立医科大学病院教授）
萩森 伸一（大阪医科薬科大学教授）
岩城 忍（神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部）
兼岡 麻子（東京大学医学部附属病院リハビリテーション部副センター長）

Ⅷ パネルディスカッション
学術講演 １日目 ５月２６日（木）

会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （９：００～１０：３０）
１．「クリニックで活きる言語聴覚士」

司 会：土井 勝美（近畿大学教授）
福與 和正（医療法人フクヨ耳鼻咽喉科医院理事長）

パネリスト：杉内 智子（杉内医院院長）
福島 邦博（医療法人さくら会早島クリニック耳鼻咽喉科皮膚科理事長）
齋藤 幹（さいとう耳鼻咽喉科クリニック理事長）
加藤 健吾（かとう耳鼻咽喉・嚥下クリニック院長）
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学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１０：４０～１２：２０）

２．「耳鼻咽喉科の遠隔診療」
司 会：小島 博己（東京慈恵会医科大学教授）

明海 国賢（明海耳鼻咽喉科医院理事長）
パネリスト：西川 匡（医療法人にしかわ耳鼻咽喉科理事長）

安齋 崇（順天堂大学助教）
伏木 宏彰（目白大学耳科学研究所クリニック院長）
高野 賢一（札幌医科大学教授）
千葉伸太郎（太田睡眠科学センター長）
野﨑 園子（わかくさ竜間リハビリテーション病院部長）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （９：００～１０：４０）

３．「耳鼻咽喉科頭頸部外科の Off―the―Job Training」
司 会：香取 幸夫（東北大学教授）

本間 明宏（北海道大学教授）
パネリスト：鈴木 正宣（北海道大学助教）

松延 毅（日本医科大学准教授）
伊藤 吏（山形大学准教授）
塚原 清彰（東京医科大学教授）
小川 武則（岐阜大学教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （９：００～１０：４０）

４．「遺伝学的検査と遺伝カウンセリング」
司 会：松永 達雄（国立病院東京医療センター臨床遺伝センター長）

志賀 清人（岩手医科大学教授）
パネリスト：石川浩太郎（国立障害者リハビリテーションセンター病院医長）

赤水 尚史（隈病院副院長）
小澤 宏之（慶應義塾大学教授）
野口 佳裕（国際医療福祉大学成田病院教授）
上原奈津美（神戸大学助教）
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Ⅸ 教育講演
学術講演 １日目 ５月２６日（木）

会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （９：００～１０：００）
１．「小児難聴への対応」

司 会：内藤 泰（神戸市立医療センター中央市民病院センター長）
演 者：太田 有美（大阪大学講師）

大津 雅秀（兵庫県立こども病院部長）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （１０：１０～１１：１０）

２．「難治性めまいへの対応」
司 会：肥塚 泉（聖マリアンナ医科大学教授）
演 者：角南貴司子（大阪公立大学教授）

船曳 和雄（船曳耳鼻咽喉科・めまいクリニック院長）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （１１：２０～１２：２０）

３．「難治性鼻副鼻腔炎の治療戦略」
司 会：清水 猛史（滋賀医科大学教授）
演 者：岡野 光博（国際医療福祉大学教授）

吉川 衛（東邦大学医療センター大橋病院教授）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （９：００～１０：３０）

４．「頭頸部がんに対する薬物療法 update」
司 会：折舘 伸彦（横浜市立大学教授）
演 者：清田 尚臣（神戸大学医学部附属病院腫瘍センター准教授）

本間 義崇（国立がん研究センター中央病院医長）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （１５：３０～１６：３０）

５．「コロナ禍における嚥下診療」
司 会：梅﨑 俊郎（国際医療福祉大学教授）
演 者：木村百合香（東京都保健医療公社荏原病院医長）

藤谷 順子（国立国際医療研究センターリハビリテーション科医長）
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学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （１６：４０～１７：４０）

６．「味覚障害の診断と治療」
司 会：山村 幸江（東京女子医科大学准教授）
演 者：田中 真琴（東京都立広尾病院医長）

任 智美（兵庫医科大学講師）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （９：００～１０：３０）

７．「甲状腺・唾液腺腫瘍の病理診断」
司 会：平野 滋（京都府立医科大学教授）
演 者：廣川 満良（隈病院病理診断科科長）

稲垣 宏（名古屋市立大学臨床病態病理学教授）

Ⅹ 手術手技セミナー
学術講演 ２日目 ５月２７日（金）

会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （８：００～８：５０）
１．「耳科手術の基本」

司 会：池園 哲郎（埼玉医科大学教授）
演 者：日高 浩史（関西医科大学准教授）

山本 裕（東京慈恵会医科大学教授）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （８：００～８：５０）

２．「甲状腺手術の基本」
司 会：岩江 信法（兵庫県立がんセンター部長）
演 者：篠原 尚吾（神戸市立医療センター中央市民病院部長）

手島 直則（神戸大学講師）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第４会場 神戸国際会議場 3F 「レセプションホール」 （８：００～８：５０）

３．「喉頭・下咽頭癌に対する経口的手術の基本」
司 会：梅野 博仁（久留米大学教授）
演 者：原 浩貴（川崎医科大学教授）

杉本 太郎（東京都立駒込病院部長）
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学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第５会場 神戸国際会議場 4F 「401＋402」 （８：００～８：５０）

４．「音声改善手術の基本」
司 会：田山 二朗（国立国際医療研究センター病院科長）
演 者：松島 康二（東邦大学医療センター大森病院准教授）

讃岐 徹治（名古屋市立大学准教授）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第６会場 神戸国際会議場 4F 「403」 （８：００～８：５０）

５．「睡眠時無呼吸の手術」
司 会：鈴木 雅明（帝京大学ちば総合医療センター教授）
演 者：中田 誠一（藤田医科大学ばんたね病院教授）

中島 逸男（獨協医科大学准教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （８：００～８：５０）

６．「頸部郭清術の基本」
司 会：藤井 隆（大阪国際がんセンター部長）
演 者：上村 裕和（奈良県立医科大学准教授）

寺田 友紀（兵庫医科大学准教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （８：００～８：５０）

７．「内視鏡下鼻副鼻腔手術―副損傷の回避と対応―」
司 会：鴻 信義（東京慈恵会医科大学教授）
演 者：井之口 豪（神戸大学准教授）

朝子 幹也（関西医科大学総合医療センター病院教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第４会場 神戸国際会議場 3F 「レセプションホール」 （８：００～８：５０）

８．「側頭骨手術の基本」
司 会：須納瀬 弘（東京女子医科大学附属足立医療センター教授）
演 者：大石 直樹（慶應義塾大学准教授）

小宗 徳孝（九州大学助教）
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学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第５会場 神戸国際会議場 4F 「401＋402」 （８：００～８：５０）

９．「頭蓋底手術の基本」
司 会：朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学教授）
演 者：吉本 世一（国立がん研究センター中央病院副院長）

蓼原 瞬（神戸大学助教）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第６会場 神戸国際会議場 4F 「403」 （８：００～８：５０）

１０．「嚥下障害に対する手術の基本」
司 会：藤本 保志（愛知医科大学教授）
演 者：千年 俊一（久留米大学教授）

古川 竜也（神戸大学助教）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第７会場 神戸国際会議場 5F 「504＋505」 （８：００～８：５０）

１１．「耳下腺手術の基本」
司 会：岩井 大（関西医科大学教授）
演 者：八木 正夫（関西医科大学准教授）

大月 直樹（はりま姫路総合医療センター部長）

Ⅺ 共通講習
学術講演 ２日目 ５月２７日（金）

会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１０：５０～１１：５０）
１． 医療倫理

「アドバンス・ケア・プランニング（人生会議）
―患者の意向を尊重した医療を実践するために」

司 会：岸本 誠司（亀田京橋クリニック院長）
演 者：木澤 義之（筑波大学緩和ケアセンター特任教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第１会場 ポートピアホテル南館 1F 「ポートピアホール」 （１４：５５～１５：５５）

２． 感染対策
「COVID―19の患者管理―エビデンスと我々の臨床経験から―」

司 会：保富 宗城（和歌山県立医科大学教授）
演 者：瀬尾龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター・救急部医長）
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学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１０：５０～１１：５０）

３． 医療安全
「高齢者のポリファーマシー対策」

司 会：髙橋 姿（五泉中央病院病院長）
演 者：秋下 雅弘（東京大学老年病科教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１４：５５～１５：５５）

４． 医療安全
「頸部手術後の窒息事故を避ける！～頸部手術後の気道閉塞による死亡事例の検討から～」

司 会：橋本 省（日本医師会常任理事）
演 者：朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （１４：５５～１５：５５）

５． 医療倫理
「Cadaver Surgical Training：ガイドライン制定で何が変わったのか？」

司 会：羽藤 直人（愛媛大学教授）
演 者：鈴木 崇根（千葉大学環境生命医学講師）

Ⅻ 学術セミナー（共催セミナー）

ランチョンセミナー
学術講演 １日目 ５月２６日（木）

会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１２：３５～１３：２５）
１．「解説！ESSでナビゲーションはこう使おう」（日本メドトロニック株式会社）

司 会：朝子 幹也（関西医科大学総合医療センター病院教授）
演 者：前田 陽平（JCHO大阪病院部長）

坂本 達則（島根大学教授）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （１２：３５～１３：２５）

２．「好酸球性副鼻腔炎の病態と生物学的製剤」（サノフィ株式会社）
司 会：三輪 高喜（金沢医科大学教授）
演 者：洲崎 勲夫（昭和大学講師）

藤枝 重治（福井大学教授）
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学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第４会場 神戸国際会議場 3F 「レセプションホール」 （１２：３５～１３：２５）

３．「実臨床から考える再発・転移頭頸部癌における免疫チェックポイント阻害剤の使い方」
（MSD株式会社）

司 会：吉崎 智一（金沢大学教授）
演 者：大上 研二（東海大学教授）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第５会場 神戸国際会議場 4F 「401＋402」 （１２：３５～１３：２５）

４．「人工聴覚機器のポートフォリオ」（メドエルジャパン株式会社）
司 会：工 穣（信州大学教授）
演 者：吉田 忠雄（名古屋大学講師）

平海 晴一（岩手医科大学准教授）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第６会場 神戸国際会議場 4F 「403」 （１２：３５～１３：２５）

５．「クリニックにおける鼓膜再生療法」（ノーベルファーマ株式会社）
司 会：金丸 眞一（北野病院難聴・鼓膜再生センター長）
演 者：鈴木 敏弘（すずき耳鼻咽喉科医院院長）

前田 明輝（まえだ耳鼻咽喉科クリニック院長）
宮崎日出海（耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科宮崎クリニック院長）

学術講演 １日目 ５月２６日（木） オンデマンドあり

会場 第７会場 神戸国際会議場 5F 「504＋505」 （１２：３５～１３：２５）
６．「認知機能と補聴の役割―研究・臨床・当事者支援を通じて―」（デマント・ジャパン株式会社）

司 会：池園 哲郎（埼玉医科大学病院教授）
演 者：杉浦 彩子（豊田浄水こころのクリニック副院長）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第８会場 神戸国際会議場 5F 「501」 （１２：３５～１３：２５）

７．「耳鼻咽喉科頭頸部外科医が知っておきたい漢方薬」（株式会社ツムラ）
司 会：中川 尚志（九州大学教授）
演 者：菅原 一真（山口大学准教授）

学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第９会場 神戸国際会議場 5F 「502」 （１２：３５～１３：２５）

８．「アレルギー性鼻炎の最近の話題―“one airway one disease”を再考する―」（杏林製薬株式会社）
司 会：太田 伸男（東北医科薬科大学教授）
演 者：後藤 穣（日本医科大学准教授）
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学術講演 １日目 ５月２６日（木）
会場 第１０，１１会場 ポートピアホテル南館 1F 「大輪田特設」 （１２：３５～１３：２５）

９．「エキスパートに学ぶ NBIの使い方～診断から治療まで～」（オリンパスマーケティング株式会社）
司 会：松浦 一登（国立がん研究センター東病院科長）
演 者：小澤 宏之（慶應義塾大学教授）

藤原 和典（鳥取大学教授）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１２：０５～１２：５５）

１０．「Hostの免疫応答に応じた慢性副鼻腔炎治療への転換」（サノフィ株式会社）
司 会：春名 眞一（獨協医科大学教授）
演 者：森 恵莉（東京慈恵会医科大学講師）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （１２：０５～１２：５５）

１１．「鼻副鼻腔腫瘍手術におけるコブレーターの使用経験」
（株式会社アダチ／スミス・アンド・ネフュー株式会社）

司 会：和田 弘太（東邦大学医療センター大森病院教授）
演 者：井之口 豪（神戸大学准教授）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第４会場 神戸国際会議場 3F 「レセプションホール」 （１２：０５～１２：５５）

１２．「アレルギー性鼻炎、慢性鼻副鼻腔炎の新しい疾患概念と治療」
（Meiji Seikaファルマ株式会社／大鵬薬品工業株式会社）

司 会：岡野 光博（国際医療福祉大学教授）
演 者：朝子 幹也（関西医科大学総合医療センター病院教授）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第５会場 神戸国際会議場 4F 「401＋402」 （１２：０５～１２：５５）

１３．「免疫チェックポイント阻害剤を用いた再発・転移頭頸部癌治療の現状と未来」
（小野薬品工業株式会社／ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社）

司 会：志賀 清人（岩手医科大学教授）
演 者：安松 隆治（近畿大学教授）
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学術講演 ２日目 ５月２７日（金）
会場 第７会場 神戸国際会議場 5F 「504＋505」 （１２：０５～１２：５５）

１４．「重症花粉症治療 Up―to―Date」（ノバルティスファーマ株式会社）
司 会：藤枝 重治（福井大学教授）
演 者：岡本 美孝（千葉労災病院院長）

湯田 厚司（ゆたクリニック院長）

学術講演 ２日目 ５月２７日（金） オンデマンドあり

会場 第１０，１１会場 ポートピアホテル南館 1F 「大輪田特設」 （１２：０５～１２：５５）
１５．「アドバンスエナジーがもたらす口蓋扁桃摘出術のアウトカム向上」

（コヴィディエンジャパン株式会社）
司 会：中田 誠一（藤田医科大学ばんたね病院教授）
演 者：小森 学（聖マリアンナ医科大学講師）

平位 知久（県立広島病院主任部長）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１２：０５～１２：５５）

１６．「安全で円滑な舌下免疫療法の進め方～当院のトリセツ～」（鳥居薬品株式会社）
司 会：藤枝 重治（福井大学教授）
演 者：湯田 厚司（ゆたクリニック院長）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土） オンデマンドあり

会場 第３会場 神戸国際会議場 3F 「国際会議室」 （１２：０５～１２：５５）
１７．「頭頸部癌に対する BNCTの治療適応と実運用における問題点」

（ステラファーマ株式会社／住友重機械工業株式会社）
司 会：猪原 秀典（大阪大学教授）
演 者：粟飯原輝人（大阪医科薬科大学関西 BNCT共同医療センター専門教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第４会場 神戸国際会議場 3F 「レセプションホール」 （１２：０５～１２：５５）

１８．「鼻アレルギー Up To Date」（田辺三菱製薬株式会社／帝國製薬株式会社）
司 会：松根 彰志（日本医科大学武蔵小杉病院教授）
演 者：王 青躍（埼玉大学理工学研究科教授）

竹野 幸夫（広島大学教授）
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学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第５会場 神戸国際会議場 4F 「401＋402」 （１２：０５～１２：５５）

１９．「人工聴覚器で「聴こえる」を支援する～医療機関のシームレスな取り組み～」
（株式会社日本コクレア）

司 会：中川 尚志（九州大学教授）
演 者：羽藤 直人（愛媛大学教授）

白井 杏湖（東京医科大学講師）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第６会場 神戸国際会議場 4F 「403」 （１２：０５～１２：５５）

２０．「再発転移唾液腺癌に対する標的治療最前線―新規薬剤を最大限活用するために―」
（中外製薬株式会社）

司 会：鈴木 幹男（琉球大学教授）
演 者：川北 大介（名古屋市立大学准教授）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土）
会場 第７会場 神戸国際会議場 5F 「504＋505」 （１２：０５～１２：５５）

２１．「アレルギー性鼻炎治療と抗ヒスタミン薬―経皮吸収製剤の話題を含めて―」（久光製薬株式会社）
司 会：池田 勝久（順天堂大学名誉教授）
演 者：若林健一郎（慶應義塾大学専任講師）

学術講演 ３日目 ５月２８日（土） オンデマンドあり

会場 第１０，１１会場 ポートピアホテル南館 1F 「大輪田特設」 （１２：０５～１２：５５）
２２．「ARナビゲーションと 3Dプリンターで切り拓く新しい鼻科手術の臨床と教育」

（日本ストライカー株式会社）
司 会：朝子 幹也（関西医科大学総合医療センター病院教授）
演 者：鈴木 正宣（北海道大学助教）

モーニングセミナー
学術講演 ２日目 ５月２７日（金）

会場 第１０，１１会場 ポートピアホテル南館 1F 「大輪田特設」 （８：００～８：５０）
１．「頭頸部癌患者さんに最適な医療をお届けするために

～局所進行頭頸部癌における化学放射線療法および治療後のフォローアップの重要性～」
（メルクバイオファーマ株式会社）

司 会：本間 明宏（北海道大学教授）
演 者：山﨑 知子（埼玉医科大学国際医療センター教授）
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学術講演 ３日目 ５月２８日（土） オンデマンドあり

会場 第１０，１１会場 ポートピアホテル南館 1F 「大輪田特設」 （８：００～８：５０）
２．「喉頭摘出後の呼吸器リハビリテーションおよび診療所との連携」

（株式会社アトスメディカルジャパン）
司 会：福與 和正（医療法人フクヨ耳鼻咽喉科医院理事長）
演 者：花井 信広（愛知県がんセンター部長）

イブニングセミナー
学術講演 １日目 ５月２６日（木） オンデマンドあり

会場 第２会場 神戸国際会議場 1F 「メインホール」 （１８：００～１８：５０）
１．「頭頸部アルミノックス治療（光免疫療法）の理論と実際」（楽天メディカルジャパン株式会社）

司 会：朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学教授）
演 者：小林 久隆（米国国立がん研究所主任研究員）

平野 滋（京都府立医科大学教授）

XIII 市民公開セミナー（オンデマンド配信のみ）
１． もっと知って欲しい治りにくい蓄膿症

演 者：藤枝 重治（福井大学教授）
２． もっと知って欲しい頭頸部がんのこと

演 者：四宮 弘隆（神戸大学講師）
３． もっと知って欲しい難聴のこと

演 者：藤田 岳（神戸大学講師）
４． もっと知って欲しい嚥下障害のこと

演 者：古川 竜也（神戸大学助教）

日耳鼻 125―391


