
演 題 一 覧
Ⅰ 宿題報告（現地開催と web開催）（耳鼻咽喉科領域講習）
学術講演 第１日目 １０月６日（火）

会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」（１３：１０～１４：１０）
１．「超高齢社会における嚥下障害―病態と機能評価に基づく治療戦略―」

司 会：湯本 英二（熊本大学名誉教授）
演 者：兵頭 政光（高知大学教授）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」（１４：３０～１５：３０）

２．「前庭代償と平衡訓練―基礎から臨床への展開―」
司 会：森 望（香川大学名誉教授）
演 者：武田 憲昭（徳島大学教授）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」（１０：４０～１１：４０）

３．「好酸球性副鼻腔炎の病態解明と新たな治療戦略」
司 会：岡本 美孝（千葉労災病院長）
演 者：藤枝 重治（福井大学教授）

Ⅱ 会長講演（現地開催と web開催）（現地のみ耳鼻咽喉科領域講習）
学術講演 第１日目 １０月６日（火）

会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」（９：２５～１０：２５）
「嗅覚障害に対する再生医療を目指して」

司 会：古川 仭（金沢大学名誉教授）
演 者：西﨑 和則（岡山大学名誉教授）

Ⅲ 特別講演（web開催）（専門医共通講習）
「限りなき挑戦、夢を求めて海外に舞立つ」

司 会：森山 寛（東京慈恵会医科大学名誉教授）
演 者：菅波 茂（AMDAグループ代表）

佐野 俊二
（カリフォルニア大学サンフランシスコ校小児心臓・胸部外科学教授）
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Ⅳ 臨床講演（現地開催と web開催）（耳鼻咽喉科領域講習）
学術講演 第２日目 １０月７日（水）

会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」

会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」

（９：２０～１０：２０）
１．「内視鏡下鼻副鼻腔手術（ESS）の進歩と将来展望」

司 会：平川 勝洋（県立広島病院長）
演 者：春名 眞一（獨協医科大学教授）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
（１３：００～１４：００）

２．「聴力改善への挑戦―手術と聴覚管理の融合―」
司 会：阪上 雅史（兵庫医科大学病院長）
演 者：東野 哲也（宮崎大学教授）

Ⅴ シンポジウム（w eb開催）（耳鼻咽喉科領域講習）
１．「AI 最前線から耳鼻咽喉科医療への応用を探る」

司 会：髙橋 晴雄（長崎大学名誉教授）
中川 肇（富山大学医療情報部教授）

シンポジスト：藤江 義啓（日本 IBM）
正治 秀幸（オリンパス）
工 穣（信州大学准教授）
松本 希（九州大学講師）

２．「耳鼻咽喉科におけるイメージング―技術の進歩と応用―」
司 会：佐藤 宏昭（岩手医科大学教授）、大森 孝一（京都大学教授）
シンポジスト：曾根三千彦（名古屋大学教授）

橋本 誠（山口大学講師）
近藤 健二（東京大学准教授）
喜友名朝則（琉球大学講師）

３．「耳鼻咽喉科におけるこれからの免疫・分子標的療法」
司 会：原渕 保明（旭川医科大学教授）、猪原 秀典（大阪大学教授）
シンポジスト：岡野 光博（国際医療福祉大学教授）

折田 頼尚（熊本大学教授）
花井 信広（愛知県がんセンター部長）
家根 旦有（近畿大学教授）
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４．「少子超高齢社会におけるリハビリテーション」
司 会：村上 信五（名古屋市立東部医療センター病院長）

久保 俊一（日本リハビリテーション医学会理事長）
基 調 講 演：久保 俊一（日本リハビリテーション医学会理事長）
シンポジスト：北原 糺（奈良県立医科大学教授）

益田 慎（県立広島病院小児感覚器科部長）
田山 二朗（国立国際医療研究センター科長）
森嶋 直人（豊橋市民病院リハビリテーションセンター室長）

５．「健康長寿に向けての耳鼻咽喉科の役割」
司 会：小川 郁（慶應義塾大学教授）、川内 秀之（島根大学名誉教授）
シンポジスト：山岨 達也（東京大学教授）

三輪 高喜（金沢医科大学教授）
香取 幸夫（東北大学教授）
平野 滋（京都府立医科大学教授）

６．「難聴児療育システムの構築」
司 会：中川 尚志（九州大学教授）、守本 倫子（成育医療研究センター部長）
シンポジスト：神田 幸彦（長崎県）

麻生 伸（富山県）
福島 邦博（岡山県）
片岡 祐子（岡山大学講師）

追 加 発 言：中澤 操（秋田県立リハビリテーション・精神医療センター副院長）

７．「遠隔医療の近未来像」
司 会：小島 博己（東京慈恵会医科大学教授）、川嵜 良明（大阪府）
基 調 講 演：奥村 幸彦（NTTドコモ R&D戦略部シニア・テクノロジ・アーキテクト）
シンポジスト：鴻 信義（東京慈恵会医科大学教授）

高野 賢一（札幌医科大学教授）
山下 巖（東京都）

８．「人工聴覚器医療の進歩」
司 会：土井 勝美（近畿大学教授）、宇佐美真一（信州大学名誉教授）
シンポジスト：藤坂実千郎（富山大学准教授）

西村 忠己（奈良県立医科大学講師）
羽藤 直人（愛媛大学教授）
樫尾 明憲（東京大学講師）
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９．「耳鼻咽喉科の新規医療」
司 会：塩谷 彰浩（防衛医科大学校教授）、本間 明宏（北海道大学教授）
シンポジスト：池園 哲郎（埼玉医科大学教授）

大島 猛史（日本大学教授）
楯谷 一郎（藤田医科大学教授）
中島 逸男（獨協医科大学准教授）
平沢 晃（岡山大学臨床遺伝子医療学教授）

Ⅵ 国際シンポジウム（現地開催と web開催）（耳鼻咽喉科領域講習）
学術講演 第１日目 １０月６日（火）

会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」（１６：００～１７：００）
１．「耳科学」

司 会：飯野ゆき子（東京北医療センター科長）
シンポジスト：藤岡 正人（慶應義塾大学講師）

２．「鼻科学」
司 会：松原 篤（弘前大学教授）
シンポジスト：秋山 貢佐（香川大学助教）

３．「頭頸部外科学」
司 会：黒野 祐一（鹿児島大学名誉教授）
シンポジスト：平川 仁（琉球大学講師）

Ⅶ パネルディスカッション（web開催）（耳鼻咽喉科領域講習、ただし４を除く）
１．「頭頸部がん手術における形態・機能維持の工夫」

司 会：丹生 健一（神戸大学教授）、門田 伸也（四国がんセンター部長）
パネリスト：木股 敬裕（岡山大学形成再建外科学教授）

藤本 保志（愛知医科大学教授）
松浦 一登（国立がん研究センター東病院科長）
宮丸 悟（熊本大学講師）
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２．「AMED研究」
司 会：竹中 洋（京都府立医科大学学長）

朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学教授）
パネリスト：内田 育恵（愛知医科大学准教授）

岩﨑 真一（名古屋市立大学教授）
神谷 和作（順天堂大学准教授）
藤岡 正人（慶應義塾大学講師）
小島 博己（東京慈恵会医科大学教授）
大森 孝一（京都大学教授）
竹中 洋（京都府立医科大学学長）

３．「男女共同参画と働き方改革」
司 会：奥野 妙子（三井記念病院特任顧問）、吉崎 智一（金沢大学教授）
パネリスト：太田 有美（大阪大学助教）

丸山裕美子（黒部市民病院部長）
森田 由香（新潟大学講師）
中川 尚志（九州大学教授）

４．「多様な医師像を目指そう」
司 会：欠畑 誠治（山形大学教授）
パネリスト：長谷部孝毅（天理よろづ相談所病院「憩の家」修練医）

大道亮太郎（アイオワ大学博士研究員）
本藏 陽平（東北大学助教）
天野 彰子（山形大学助教）
坂井 梓（国立がん研究センター中央病院レジデント）

Ⅷ 教育講演（web開催）（耳鼻咽喉科領域講習）
１．「乳幼児急性中耳炎の現状と対応」

司 会：小林 一女（昭和大学教授）
演 者：伊藤 真人（自治医科大学教授）

上出 洋介（静岡県）
工藤 典代（千葉県）

２．「急性・慢性めまいの診断と治療指針」
司 会：肥塚 泉（聖マリアンナ医科大学教授）
演 者：堤 剛（東京医科歯科大学教授）

角南貴司子（大阪市立大学教授）
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３．「鼻副鼻腔疾患の病態と診断および治療指針」
司 会：竹内 万彦（三重大学教授）
演 者：青井 典明（島根大学准教授）

森 恵莉（東京慈恵会医科大学講師）

４．「睡眠時呼吸障害への対応」
司 会：中田 誠一（藤田医科大学教授）
演 者：千葉伸太郎（太田総合病院部長）

原 浩貴（川崎医科大学教授）

５．「嗅覚・味覚障害の診断と治療」
司 会：鈴木 正志（大分大学教授）
演 者：志賀 英明（金沢医科大学准教授）

山村 幸江（東京女子医科大学准教授）

６．「頭頸部腫瘤の鑑別診断」
司 会：三谷 浩樹（がん研有明病院頭頸科部長）
演 者：岩井 大（関西医科大学教授）

塚原 清彰（東京医科大学教授）

７．「難聴・耳鳴の診断と対応」
司 会：内藤 泰（神戸市立医療センター中央市民病院副院長）
演 者：神崎 晶（慶應義塾大学講師）

高橋真理子（愛知学院大学歯学部准教授）

８．「咽喉頭がんの早期診断と低侵襲治療」
司 会：峯田 周幸（浜松医科大学教授）
演 者：酒井 昭博（東海大学准教授）

杉本 太郎（都立駒込病院部長）

Ⅸ 手術手技セミナー（web開催）（耳鼻咽喉科領域講習）
１．「内視鏡下鼻副鼻腔手術―副損傷の予防と対応―」

司 会：竹内 裕美（鳥取大学教授）
演 者：朝子 幹也（関西医科大学教授）

和田 弘太（東邦大学教授）
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２．「頭頸部外科手術―副損傷の予防と対応―」
司 会：古川まどか（神奈川県立がんセンター医長）
演 者：鈴木 幹男（琉球大学教授）

河田 了（大阪医科大学教授）

３．「内視鏡下耳科手術」
司 会：欠畑 誠治（山形大学教授）
演 者：田中 康広（獨協医科大学埼玉医療センター教授）

小林 泰輔（高知大学准教授）

４．「耳科手術解剖の基礎知識」
司 会：伊藤 健（帝京大学教授）
演 者：假谷 伸（岡山大学准教授）

山本 典生（京都大学准教授）

５．「音声改善手術・手技の新展開」
司 会：梅野 博仁（久留米大学教授）
演 者：溝口 兼司（北海道大学助教）

讃岐 徹治（名古屋市立大学准教授）

６．「内視鏡下鼻副鼻腔手術の適応拡大」
司 会：池田 勝久（順天堂大学教授）
演 者：田中 秀峰（筑波大学講師）

端山 昌樹（大阪大学助教）

７．「耳科手術―副損傷の予防と対応―」
司 会：山本 裕（東京慈恵会医科大学教授）
演 者：小川 洋（福島県立医科大学教授）

植田 広海（名鉄病院耳鼻咽喉科・中耳サージセンター長）

８．「気管切開術（永久気管孔造設を含む）―合併症の予防と対応―」
司 会：齋藤康一郎（杏林大学教授）
演 者：鹿野 真人（大原綜合病院副院長）

仲野 敦子（千葉県こども病院診療部長）
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Ⅹ 共通講習（２ 策対染感（． ―２）のみ現地開催・その他 web開催）（専門医共通講習）
１．（医療安全）

「Ｂ型肝炎再活性化―薬剤投与の注意点―」
司 会：藤岡 治（神奈川県）
演 者：星川 広史（香川大学教授）

木村百合香（荏原病院医長）

２．（感染対策―１）
「性感染症における診療の注意点」

司 会：浅井 英世（大阪府）
演 者：余田 敬子（東京女子医科大学准教授）

３．（医療倫理）
「看取りの場で考える医療倫理」

司 会：甲能 直幸（佼成病院長）
演 者：田村 学（大阪府）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」（ ）

２．（感染対策―２）
「診療器具の感染対策」

司 会：福與 和正（福岡県）
演 者：兵 行義（川崎医科大学講師）

Ⅺ ランチョンセミナー（現地開催）
学術講演 第１日目 １０月６日（火）

会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」（１２：００～１２：５０）
１．「基礎的視点から解説するがん免疫療法の実際」

司 会：大森 孝一（京都大学教授）
演 者：玉田 耕治（山口大学免疫学教授）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第３会場 岡山コンベンションセンター３階 「３０２会議室」 （１２：００～１２：５０）

２．「アレルギー性鼻炎のトピックス―治療法をどのように選択するか―」
司 会：岡野 光博（国際医療福祉大学教授）
演 者：川島佳代子（大阪はびきの医療センター部長）
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学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第４会場 岡山コンベンションセンター２階 「レセプションホール」 （１２：００～１２：５０）

３．「慢性副鼻腔炎患者における疾病負荷と臨床的展望」
司 会：三輪 高喜（金沢医科大学教授）
演 者：近藤 健二（東京大学准教授）

松根 彰志（日本医科大学教授）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第６会場 岡山コンベンションセンター４階 「４０７会議室」 （１２：００～１２：５０）

４．「耳鼻咽喉科診療で知っておくと役立つ漢方治療」
司 会：堀井 新（新潟大学教授）
演 者：五島 史行（東海大学准教授）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第７会場 岡山県医師会館２階 「三木記念ホール」 （１２：００～１２：５０）

５．「季節性アレルギー性鼻炎診療の新展開」
司 会：大久保公裕（日本医科大学教授）
演 者：上條 篤（埼玉医科大学教授）

阪本 浩一（大阪市立大学教授）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第８会場 岡山県医師会館４階 「４０１会議室」 （１２：００～１２：５０）

６．「AMR（薬剤耐性）対策と耳鼻咽喉科感染症」
司 会：保富 宗城（和歌山県立医科大学教授）
演 者：林 達哉（旭川医科大学教授）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第９会場 岡山シティミュージアム５階 「常設展示室」 （１２：００～１２：５０）

７．「4Kで見せます！エキスパートから学ぶ難治症例における安全な ESSの実現」
司 会：鴻 信義（東京慈恵会医科大学教授）
演 者：小林 正佳（三重大学准教授）

吉川 衛（東邦大学教授）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第１０会場 岡山国際交流センター２階 「国際会議場」 （１２：００～１２：５０）

８．「難治性メニエール病の治療―中耳加圧と内リンパ嚢開放術―」
司 会：山下 裕司（山口大学教授）
演 者：北原 糺（奈良県立医科大学教授）
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学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第１１会場 岡山国際交流センター８階 「イベントホール」 （１２：００～１２：５０）

９．「人工中耳と骨導聴覚機器の現状と今後の展開」
司 会：宇佐美真一（信州大学名誉教授）
演 者：茂木 英明（相澤病院医長）

岩崎 聡（国際医療福祉大学教授）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第１会場 岡山コンベンションセンター３階 「コンベンションホール」（１１：５５～１２：４５）

１０．「慢性副鼻腔炎 Up―to―date」
司 会：竹野 幸夫（広島大学教授）
演 者：朝子 幹也（関西医科大学教授）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第２会場 岡山コンベンションセンター３階 「３０１会議室」 （１１：５５～１２：４５）

１１．「アレルギー性結膜炎の診断と治療」
司 会：庄司 純（日本大学眼科臨床教授）、假谷 伸（岡山大学准教授）
演 者：高村 悦子（前東京女子医科大学眼科教授）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第４会場 岡山コンベンションセンター２階 「レセプションホール」 （１１：５５～１２：４５）

１２．「最新のアレルギー性鼻炎治療について―抗ヒスタミン薬の治療戦略―」
司 会：山田武千代（秋田大学教授）
演 者：後藤 穣（日本医科大学准教授）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第５会場 岡山コンベンションセンター２階 「展示ホール」（１１：５５～１２：４５）

１３．「免疫チェックポイント阻害剤の新展開」
司 会：吉崎 智一（金沢大学教授）
演 者：折舘 伸彦（横浜市立大学教授）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第６会場 岡山コンベンションセンター４階 「４０７会議室」 （１１：５５～１２：４５）

１４．「アレルギー性鼻炎の治療戦略 Up―to―date」
司 会：赤木 博文（南岡山医療センター医長）
演 者：檜垣 貴哉（岡山大学助教）
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学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第７会場 岡山県医師会館２階 「三木記念ホール」 （１１：５５～１２：４５）

１５．「女性のつらいめまい―リハビリと治療薬の選択―」
司 会：將積日出夫（富山大学教授）
演 者：新井 基洋（横浜市立みなと赤十字病院めまい・平衡神経科部長）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第８会場 岡山県医師会館４階 「４０１会議室」 （１１：５５～１２：４５）

１６．「もう悩まないスギ花粉とダニの舌下免疫療法―自験例に基づく治療方針と工夫―」
司 会：岡本 美孝（千葉労災病院長）
演 者：湯田 厚司（三重県）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第９会場 岡山シティミュージアム５階 「常設展示室」 （１１：５５～１２：４５）

１７．「鼻科手術のホップ・ステップをナビゲートする」
司 会：和田 弘太（東邦大学教授）
演 者：田中 秀峰（筑波大学講師）

学術講演 第２日目 １０月７日（水）
会場 第１０会場 岡山国際交流センター２階 「国際会議場」 （１１：５５～１２：４５）

１８．「上気道感染症の抗菌薬治療に役立つ基礎知識」
司 会：原渕 保明（旭川医科大学教授）
演 者：黒野 祐一（鹿児島大学名誉教授）

Ⅻ イブニングセミナー（現地開催）
学術講演 第１日目 １０月６日（火）

会場 第４会場 岡山コンベンションセンター２階 「レセプションホール」 （１７：５５～１８：４５）
１．「鼓膜穿孔に対する新たな治療」

司 会：村上 信五（名古屋市立東部医療センター病院長）
演 者：金丸 眞一（北野病院部長）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第７会場 岡山県医師会館２階 「三木記念ホール」 （１７：５５～１８：４５）

２．「ダニ舌下免疫療法の長期寛解への期待―寛解機序と最新の知見―」
司 会：太田 伸男（東北医科薬科大学教授）
演 者：櫻井 大樹（山梨大学教授）
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学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第８会場 岡山県医師会館４階 「４０１会議室」 （１７：５５～１８：４５）

３．「アレルギー性鼻炎に対する薬物療法
―アスリートに対する治療とドーピングコントロール―」

司 会：清水 猛史（滋賀医科大学教授）
演 者：澤津橋基広（福岡大学准教授）

学術講演 第１日目 １０月６日（火）
会場 第９会場 岡山シティミュージアム５階 「常設展示室」 （１７：５５～１８：４５）

４．「人工内耳をめぐる医療―本邦での最近のトピックと世界の現状の紹介―」
司 会：伊藤 壽一（滋賀県立総合病院研究所所長）
演 者：山岨 達也（東京大学教授）
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