
第 42 回	 日本鼻科学会	 	 （	 平成 15年 10月 10日・11日・12日	 	 都市センターホテル	 ） 

会長	 長谷川	 誠	 （杏林大） 

特別講演およびそれに準ずる講演  シンポジウム  パネル  
テーマ指

定演題  

一般演題数  
（テーマ指定 
演題を含む） 

ﾗﾝﾁｮﾝﾚｸﾁｬｰ I 

司会 馬場 廣太郎（獨協医大） 

「理想的な抗ヒスタミン薬の基

準：最近のトピックス」 

講演者：谷内	 一彦（東北大 

大学院細胞・病態薬理学分野） 

 

ﾗﾝﾁｮﾝﾚｸﾁｬｰ II 

司会	 木田	 亮紀（日本大） 

「上顎洞癌における頭蓋底を含む

拡大手術の検討」 

講演者：吉田	 知之（東京医大八

王子医療センター） 

 

ﾗﾝﾁｮﾝﾚｸﾁｬｰ III 

「小児の気道アレルギー」 

司会	  

斎藤	 洋三（神尾記念病院） 

山中	 昇（和歌山県立医大） 

１.気管支喘息を中心として 

栗原	 和幸（神奈川県立こども医

療センター・アレルギー科） 

２.鼻アレルギーを中心として 

大久保	 公裕（日本医大） 

 

 

 

 

 

ﾗﾝﾁｮﾝﾚｸﾁｬｰ IV 

司会	 市村	 恵一（自治医大） 

「鼻アレルギーにおける鼻粘膜病

態生理」 

講演者：大木	 幹文（東邦大第二

ｻﾃﾗｲﾄｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ  

「鼻副鼻腔領域の好酸球性炎

症について」 

司会	 渡辺	 建介 

（獨協医大越谷病院） 

	 	 	 パワンカール	 ルビー 

（日本医大） 

１．アレルギー性鼻副鼻腔炎

における好酸球浸潤とサ

イトカイン及びその臨床

像	  

鈴木	 正志（大分医大） 

２．鼻茸における好酸球浸潤

の機序について	  

野中	 学（日本医大） 

３．好酸球の局所でのネクロ

ーシス 

渡辺	 建介 

（獨協医大越谷病院） 

４．好酸球におけるアポトー

シスとその制御 

	 白崎	 英明（札幌医大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ  

「上気道における EBウイルス

感染と発癌」 

司会	 原渕	 保明（旭川医大） 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ I 

「ニオイの受容機構」 

司会：古川	 仭（金沢大） 

平川	 勝洋（広島大） 

１．嗅覚受容器の構造と中枢

伝達経路	  

市村 恵一（自治医大） 

２．嗅覚受容細胞の再生と栄

養因子	 	  

三輪 高喜（金沢大） 

３．嗅覚受容体による匂いの

識別メカニズム	  

東原	 和成 

（東京大大学院新領域創

成科学研究科） 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ II 

「鼻アレルギーとサイトカイ

ン」 

司会： 

川内	 秀之（島根医大） 

黒野	 祐一（鹿児島大） 

１．スギ花粉症におけるサイ

トカインの分泌動態 

白坂	 邦隆（獨協医大） 

２．気道アレルギー性炎症に

及ぼす IL-15の影響につい

て 

石光	 亮太郎（島根医大） 

３．PGE2によるサイトカイン

産生の制御 

岡野 光博（岡山大） 

４．アレルギー性炎症と血管

内 皮 細 胞 増 殖 因 子

（VEGF） 

  



耳鼻咽喉科） 

 

 

招待講演  

司会	 森山	 寛（慈恵医大） 

「 Surgery Diffuse Nasal 

Polyosis」 

Prof.Metin Önerci 

（Hacettepe University,Turkey） 

 

 

教育講演  

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） 

「Cancer of the Nasal Cavity 

and Paranasal Sinuses」 

講演者： 

Prof.Bruce W.Pearson 

（ Mayo Clinic & Mayo Medical 

School,USA） 

 

 

特別講演  

司会	 夜陣	 紘治（広島大） 

「 Endoscopic Sinus Surgery - 

Past,Present and Future」 

講演者： 

Prof.Valerie J.Lund 

（ Institute of Laryngology and 

Otology,UK） 

 

 

第 10 回鼻科学会賞受賞記念講

演  

司会	 洲崎	 春海（昭和大） 

「嗅覚系の発達、再生における神

経成長因子の影響」 

講演者：三輪	 高喜（金沢大） 

１．EB ウイルス学入門―わか

ったことと残された課題

―	  

今井	 章介（高知医大生

体機能・感染制御学） 

２．上気道における EB 

ウイルス感染様式につい

て	  

池田	 哲也 

（杏林大顎口腔科） 

１．伝染性単核症と VAHS 

余田	 敬子（東京女子医大

第二病院） 

４．上咽頭癌における EBウイ

ルス感染と発癌 

～メカニズムと臨床への

応用～	  

室野	 重之（金沢大） 

５．鼻性 NK/Ｔ細胞リンパ腫	 	 	 	 	 	 	 	

荻野	 武（旭川医大） 

 
 
 
 
 

松根 彰志（鹿児島大） 

 

 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ III 

「鼻副鼻腔乳頭腫の臨床」 

司会：岸本	 誠司 

(東京医歯大頭頸部外科） 

菊池	 茂 

(埼玉医大総合医療ｾﾝﾀｰ） 

１．鼻・副鼻腔乳頭腫におけ

る SCC抗原の臨床的意義	  

安松 隆治（九州大） 

２．鼻副鼻腔乳頭腫の画像診

断とそれに基づく手術法

の選択 
古田 康（北海道大） 

３．鼻副鼻腔乳頭腫に対する

内視鏡手術―ESSの適応

と限界について―	 	 	

鴻 信義（慈恵医大） 

 

 

４．鼻腔乳頭腫(Inverted 

Papilloma)に対する

Lateral Rhinotomy 
西嶌	 渡 

(埼玉県立がんセンター) 
 
 
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ IV 

「内視鏡下鼻内手術を安全に

行うために」 

司会：湯本	 英二（熊本大） 

中島	 格（久留米大） 

１．実地医家における内視鏡

手術―FESS教育トレーニ

ングについて― 

時田	 信博 



 (伊佐沼クリニック) 

２．視野と操作性の観点から	  

比野平	 恭之 

（鷹の子病院） 

３．再手術例に対する対応 

春名	 眞一 

（慈恵医大） 

 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ V 

「アスピリン喘息患者の診療」 

司会：竹中	 洋（大阪医大） 

岡本	 美孝（千葉大） 

 

１．アスピリン喘息患者の診

療―外来診察について― 

荒木	 倫利（大阪医大） 

２．アスピリン喘息患者の診

察―病態について― 

石戸谷	 淳一 

(横浜市大市民総合医療ｾﾝﾀｰ) 

３．アスピリン喘息患者の診

療―手術療法について― 

出島	 健司 

（京都第二赤十字病院） 

４．内科からみたアスピリン

喘息 

榊原	 博樹 

（藤田保衛大呼吸器内科・アレ

ルギー科） 

 

 


