
第 51 回	 日本鼻科学会	 	 （平成 24年 9月 27日 28日 29日：幕張メッセ） 

会長	 岡本美孝（千葉大） 

特別講演及びそれに準ずる講演 シンポジウム 日韓セッション	 ランチョン等  
一般  
演題数  

 

特別講演	

若き研究者達へ		

司会:竹中		洋(大阪医科大学)	

徳久	剛史(千葉大学分化制御学)		

	

	

日本鼻科学会賞受賞記念講演		

司会:岡本	美孝(千葉大学)		

	

	

イブニンクシンホジウム		

炎症細胞のトヒックス		

司会:竹内	万彦(三重大学),	

司会:黒野	祐一(鹿児島大学)		

1.好酸球と脂質メティエーター:リヒト

ミクス解析から明らかになったこと		

浅野浩一郎(東海大学呼吸器内科)		

2.アレルギー疾患ならひに寄生虫感染

症における好塩基球の役割~山椒は小粒

てもひりりと辛い~		

烏山		一(東京医科歯科大学免疫アレル

キー学)		

3.樹状細胞		

土肥		眞(東京大学アレルギーリウマチ

学)		

	

	

アップテートセミナー1		

鼻科学べーシックリサーチの最先端		

司会:川内	秀之(島根大学),清水	猛史

(滋賀医科大学)		

１．嗅上皮障害後の再生過程における嗅

覚入力の重要性		

菊田	周(東京大学)		

シンホシウム I	

安全な内視鏡下鼻内手術を行うた

めに:副損傷の回避と起こった際

の対処		

司会:友田	幸一(関西医科大学),

花澤	豊行(千葉大学)		

1.	眼窩紙様板損傷		

小林	正佳(三重大学)		

2.前篩骨動脈損傷の回避と対処法		

児玉	悟(大分大学)		

3.	頭蓋底損傷		

鴻		信義(東京慈恵会医科大学)		

4.	蝶口蓋動脈(SPA)の損傷		

朝子	幹也(関西医科大学)		

5.視神経障害・海綿静脈洞損傷の

予防と対処		

坂本	達則(京都大学)		

	

	

シンホジウム II		

鼻科学における controversy	―腫

瘍,外傷,アレルキー性鼻炎―		

司会:今野	昭義(脳神経疾患研究

所附属総合南東北病院),	丹生	健

一(神戸大学)		

1.	上顎癌の segmental	resection		

西野		宏(自治医科大学)		

2.上顎癌(鼻副鼻腔癌)の一塊切除		

丹生	健一(神戸大学)		

	

	

3.眼窩吹き抜け骨折(内側壁,下

壁)に対する内視鏡的アプローチ		

柳			清(聖路加国際病院)		

韓国鼻科学会会長推薦講演		

座長:Joo-Heon	Yoon(Yonsei	Univ.),	

座長:岡本	美孝(千葉大学)		

Sang	Hag	Lee(Korean	Univ.)		

	

International	session	1	

副鼻腔炎治療		

司会:石戸谷淳一(横浜市立大学附属市

民総合医療センター),	

司会:Hwan-Joong	Rho(Busan	National	

Univ.)		

1.	The	treatment	of	chronic	sinusitis	

in	Japan		

池田	浩己(日本赤十字社	和歌山医療セ

ンター)		

2.	Treatment	of	Rhinosinusitis		

Hun-Jong	Dhong(Samsung	Medical	

Center)		

	

	International	session	2		

中田	誠一(藤田保健衛生大学坂文種報

徳會病院)		

Treatment	of	Obstructive	Sleep	Apnea	

Syndrome		

Sung-Wan	Kim(Kyunghee	Univ.)		

	

	International	session	3		

アレルキー性鼻炎	

司会:原渕	保明(旭川医科大学),Joong	

Saeng	Cho(Kyunghee	Univ.)		

1.	Advancement	of	research	on	allergic	

rhinitis		

櫻井	大樹(千葉大学)		
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演題 



２．鼻副鼻腔炎における真菌抗原,黄色

フトウ球菌スーハー抗原による好酸球

ならひに好中球炎症の検討		

宇野	匡祐(東京慈恵会医科大学)		

３．システインフロテアーセは,気道上

皮細胞による IL-33 の産生と細胞外放

出を誘導する		

瀬野	悟史(滋賀医科大学)		

４．癌抑制型 microRNA 解析から見えて

くる上顎癌分子ネットワークの解明		

野畑二次郎(千葉大学)		

	

	

アップテートセミナー2		

内視鏡手術の最先端		

司会:春名	眞一(獨協医科大学),池田	

勝久(順天堂大学)		

１．前頭蓋底疾患へのアプローチ(嗅神

経芽細胞腫)		

中川	隆之(京都大学)		

２．内視鏡下経鼻的頭蓋底手術の近未来		

佐伯	直勝(千葉大学脳神経外科学)		

３．ESS	up	to	date:	ESS	for	skull	base	

tumor		

Chul	Hee	Lee(Seoul	Univ.)		

	

	

教育セミナー1		

急性副鼻腔炎の薬物治療		

司会:工藤	典代(千葉県立保健医療大

学)	

宇野	芳史(宇野耳鼻咽喉科クリニック)		

	

教育セミナー2		

副鼻腔炎手術機能評価について		

司会:間島	雄一(三重大学)	

友田	幸一(関西医科大学)		

	

4.眼窩吹き抜け骨折(内側壁,下

壁)に対する経皮的アフローチ		

吉本	信也(昭和大学形成外科学)		

5.第 2 世代抗ヒスタミン薬を用い

た初期療法の検討		

米倉	修二(千葉大学)		

6.スキ花粉症の初期治療		

岡野	光博(岡山大学)		

	

	

シンポジウム III		

好酸球性副鼻腔炎の基礎研究		

司会:藤枝	重治(福井大学),	

司会:氷見	徹夫(札幌医科大学)		

1.鼻副鼻腔上皮細胞からみた好酸

球性副鼻腔炎の病態		

神前	英明(滋賀医科大学)		

2.	好酸球性副鼻腔炎における

IL-25 と T 細胞の関与		

飯沼	智久(千葉大学)		

3.好酸球性副鼻腔炎と抗酸化物質		

楠		威志(順天堂大学)		

4.アスヒリン不耐症患者と慢性副

鼻腔炎患者における鼻茸の相違―

網羅的蛋白解析による検討―		

鈴木	弟(福井大学)		

	

	

ミニシンポ 1	嗅覚とその関連	

座長:暁	清文(愛媛大学),	

座長:兵頭	政光(高知大学)		

	

	

ミニシンポ 2	睡眠時無呼吸症候群

(演題:MS2-1~	MS2-5)	9:00~10:00		

座長:岡本	牧人(北里大学),		

座長:大木	幹文(東邦大学医療セ

ンター大橋病院)		

OSAS 治療	

司会:宮崎総一郎(滋賀医科大学),Ki	

Sang	Rha(Chungnam	National	Univ.)		

1.	Strategy	of	treatment	and	

pathological	investigation	on	sleep	

disturbance	breathing	secondary	to	

nasal	obstruction		

2.	Sublingual	Immunotherapy	for	

Allergic	Rhinitis	Patients	Sensitized	

to	House-Dust	Mites		

Chae-Seo	Rhee(Seoul	Univ.)		

	

	

ランチョンセミナー0		

舌下免疫療法の現状と期待		

司会:今野	昭義(脳神経疾患研究所附属

総合南東北病院)	

大久保公裕(日本医科大学)		

	

ランチョンセミナー1		

アレルギー性鼻炎の治療戦略		

司会:古川	仭(金沢大学副学長)		

1.局所薬物療法(ステロイドを中心に)		

太田	伸男(山形大学)		

2.ケミカルメティエーター受容体拮抗

薬を中心に		

白崎	英明(札幌医科大学)		

	

ランチョンセミナー2		

鼻・副鼻腔のアレルギー/炎症の病態と

治療	司会:鈴木	正志(大分大学)		

1.アレルギー性鼻炎の病態と治療		

鈴木	元彦(名古屋市立大学)		

2.副鼻腔炎の病態と治療		

竹野	幸夫(広島大学)		

	

	

ランチョンセミナー3		



教育セミナー3		

嗅覚障害診療の実際		

司会:阪上	雅史(兵庫医科大学)	

三輪	高喜(金沢医科大学)		

	

教育セミナー4		

鼻腔通気度検査の実際		

司会:石川	和夫(秋田大学)	

内藤	健晴(藤田保健衛生大学)		

	

教育セミナー5		

内視鏡手術の基礎:鼻腔腫瘍切除		

司会:原田		保(川崎医科大学)	

花澤	豊行(千葉大学)		

	

教育セミナー6		

免疫療法の実際について		

司会:洲崎	春海(昭和大学)	

後藤		穣(日本医科大学)		

	

教育セミナー7		

Septorhinoplasty		

司会:市村	恵一(自治医科大学)		

1.	Septorhinoplasty		

久保	伸夫(大阪歯科大学)		

2.	Septorhinoplasty:	Current	concept	

and	techniques	focusing	on	

septoplasty		

Hong-Ryul	Jin(Seoul	National	Univ.)		

 

	

	

ミニシンポ 3	副鼻腔(演題:MS3-1~	

MS3-5)		

座長:小川	郁(慶應義塾大学),	

座長:野中	学(東京女子医科大学)		

	

	

ミニシンポ 4	手術 I	

座長:大森	孝一(福島県立医科大

学),		

座長:朝子	幹也(関西医科大学)	

	

	

ミニシンポ 5	アレルキー性鼻炎		

座長:松原	篤(弘前大学),山田武

千代(福井大学)		

	

	

ミニシンポ 6	手術 II		

座長:福田	諭(北海道大学),	

座長:松根	彰志(日本医科大学武

蔵小杉病院)		

	

	

ミニシンポ 7	手術 III		

座長:黒野	祐一(鹿児島大学),		

座長:金井	憲一(昭和大学藤が丘

病院)		

	

 

one	airway	one	disease-アレルギー性

鼻炎の治療		

司会:齋藤		等(福井大学)	

大久保公裕(日本医科大学)		

	

ランチョンセミナー4		

アレルキー性鼻炎診療の落とし穴		

~診療カイトラインと添付文書はとんな

意味をもつか~		

司会:森山		寛(東京慈恵会医科大学)	

水島	幸子(水島綜合法律事務所)		

	

ランチョンセミナー5		

急性気道感染症の最前線~重症化機序と

予防と治療の最新知見~		

司会:春名	眞一(獨協医科大学)	

木戸		博(徳島大学疾患酵素学研究セン

ター)		

	

ランチョンセミナー6		

鼻噴霧用ステロイト薬の新たな展開		

司会:増山	敬祐(山梨大学)	

岡野	光博(岡山大学)		

	

ランチョンセミナー7		

慢性副鼻腔炎の薬物治療		

司会:西﨑	和則(岡山大学)	

松根	彰志(日本医科大学武蔵小杉病院)		

	

ランチョンセミナー8		

鼻呼吸と睡眠障害		

司会:夜陣	紘治(広島大学)	

千葉伸太郎(東京慈恵会医科大学)		

	

	

	

	

	



モーニンクセミナー1		

QOL と費用便益を考慮した花粉症治療		

司会:平川	勝洋(広島大学)	

荻野		敏(大阪大学)		

	

モーニンクセミナー2		

国内外の免疫療法に関するカイトライ

ンの最新情報の提供		

司会,演者:Pawankar	Ruby(日本医科大

学)	

堀口	茂俊(栗山会飯田病院)		

	

 

 


