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3月3日（木）　1日目

開会式 8:50～9:00

特別講演
新型コロナウイルスに対する 
治療薬とワクチン開発の現状： 
ポストコロナ時代はいつくるか？

司会： 平野 滋
演者： 森下 竜一

13:40～14:40

シンポジウム1
鼻科手術の最適化 
～適応とアプローチ～

司会： 春名 眞一、竹野 幸夫
演者： 菊地 正弘、高林 宏輔、 

前田 陽平、意元 義政

9:00～11:00

シンポジウム2
音声・嚥下・気道手術の最適化
～客観的指標に基づいて～
司会： 香取 幸夫、小川 真
演者： 細川 清人、松島 康二、 

千年 俊一、上羽 瑠美

10:10～12:10

シンポジウム3
口腔癌手術の最適化 

～バイオマーカーを用いて～
司会： 吉崎 智一、朝蔭 孝宏
演者： 花井 信広、田中 秀憲、 

辻川 敬裕

14:50～16:30

教育セミナー1
耳下腺手術

司会：志賀 清人　演者：上村 裕和

9:00～9:30

教育セミナー2
甲状腺半切除術

司会：益田 宗幸　演者：黒瀬 誠

9:30～10:00

教育セミナー3
嚥下評価

司会：兵頭 政光　演者：二藤 隆春

14:50～15:20

教育セミナー4
鼻中隔手術

司会：和田 弘太　演者：牧原 靖一郎

15:20～15:50

教育セミナー5
アレルギー性鼻炎に対する手術
司会：坂本 達則　演者：高田 洋平

15:50～16:20

教育セミナー6
鼓膜形成術

司会：小林 一女　演者：萩森 伸一

9:00～9:30

教育セミナー7
エネルギーデバイス

司会：古川 まどか　演者：和佐野 浩一郎

9:30～10:00

教育セミナー8
舌部分切除術

司会：松浦 一登　演者：音在 信治

10:00～10:30

共通講習1（医療安全）
レジリエンス・エンジニアリング
理論に基づく医療安全への統合的

アプローチ：Safety-II
司会： 山岨 達也
演者： 中島 和江

11:10～12:10

共通講習2（感染対策）
COVID-19　 

最新の話題と感染対策について
司会： 堀井 新
演者： 忽那 賢志

16:50～17:50

ランチョンセミナー1
実臨床から考える再発・転移 

頭頸部癌の薬物療法シークエンス
司会： 朝蔭 孝宏
演者： 鈴木 真輔

共催：小野薬品工業（株）/ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）

12:30～13:20 ランチョンセミナー2
頭頸部イルミノックス治療～切除不能な局
所進行又は局所再発の頭頸部癌への光～
司会： 丹生 健一
演者： 花井 信広、David Cognetti

共催：楽天メディカル（株）

12:30～13:20 ランチョンセミナー3
再発・転移頭頸部癌薬物療法の変遷
司会： 猪原 秀典
演者： 鈴木 基之、本間 義崇
共催：メルクバイオファーマ（株）

12:30～13:20 ランチョンセミナー4
希少遺伝子変異を考慮した
頭頸部癌の治療戦略

司会： 本間 明宏
演者： 門脇 重憲、菅谷 明徳

共催：バイエル薬品（株）

12:30～13:20

基礎
O01-1～O01-5
座長： 安藤 瑞生 

太田 一郎

第 1群 10:30～11:20

化学・放射線療法1
O02-1～O02-5
座長： 小川 徹也 

星川 広史

第 2群 11:20～12:10

COVID-19
O03-1～O03-6
座長： 原渕 保明 

前田 陽平

第 3群 14:50～15:50

手術支援機器1
O04-1～O04-6
座長： 吉本 世一 

横島 一彦

第 4群 15:50～16:50

手術支援機器2
O05-1～O05-6
座長： 林 隆一 

工 穣

第 5群 16:50～17:50

経口的切除1
O06-1～O06-6
座長： 塩谷 彰浩 

清水 顕

第 6群 9:00～10:00

経口的切除2
O07-1～O07-6
座長： 大上 研二 

杉本 太郎

第 7群 10:00～11:00

イルミノックス
O08-1～O08-6
座長： 家根 旦有 

牧野 琢丸

第 8群 11:00～12:00

甲状腺1
O09-1～O09-6
座長： 辻 裕之 

宇野 敦彦

第 9群 14:50～15:50

鼻副鼻腔1
O10-1～O10-6
座長： 別府 武 

西川 大輔

第 10群 15:50～16:50

鼻副鼻腔2
O11-1～O11-6
座長： 竹内 万彦 

北村 嘉章

第 11群 16:50～17:50学生・研修医セッション・表彰
SR-1～SR-7

座長： 藤枝 重治 
高野 賢一

16:30～17:50

共通

共通

領域

領域

領域

領域
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第5会場
ルーム1

第6会場
ルーム7

第7会場
ルーム8

第8会場
ルーム9

展示会場
ホールC

化学・放射線療法2
O12-1～O12-6
座長： 近松 一朗 

平野 隆

第 12群 9:00～10:00

甲状腺2
O13-1～O13-6
座長： 藤原 和典 

佐野 大佑

第 13群 10:00～11:00

中下咽頭喉頭
O14-1～O14-7
座長： 鈴木 幹夫 

鈴木 秀典

第 14群 11:00～12:10

頸部１
O15-1～O15-6
座長： 岸野 毅日人 

岡村 純

第 15群 14:50～15:50

甲状腺3
O16-1～O16-6
座長： 森谷 季吉 

富樫 孝文

第 16群 15:50～16:50

甲状腺4
O17-1～O17-6
座長： 岩﨑 真一 

上村 裕和

第 17群 16:50～17:50

頸部2
O18-1～O18-6
座長： 保富 宗城 

大越 明

第 18群 9:00～10:00

唾液腺1
O19-1～O19-6
座長： 河田 了 

藤 賢史

第 19群 10:00～11:00

唾液腺2
O20-1～O20-7
座長： 岩井 大 

酒井 昭博

第 20群 11:00～12:10

高齢者　O21-1～O21-3
座長： 寺田 友紀、真栄田 裕行

第 21群 14:50～15:20

鼻副鼻腔3　O22-1～O22-3
座長： 大久保 公裕、都築 健三

第 22群 15:20～15:50

気管
O23-1～O23-6
座長： 北村 守正 

千年 俊一

第 23群 15:50～16:50

症例1
O24-1～O24-6
座長： 室野 重之 

赤埴 詩朗

第 24群 16:50～17:50

症例2
O25-1～O25-6
座長： 荒木 幸仁 

大石 賢弥

第 25群 9:00～10:00

耳・側頭骨1
O26-1～O26-6
座長： 土井 勝美 

鈴木 秀明

第 26群 10:00～11:00

症例3
O27-1～O27-7
座長： 角南 貴司子 

今井 隆之

第 27群 11:00～12:10

耳・側頭骨2
O28-1～O28-6
座長： 中川 尚志 

北原 糺

第 28群 14:50～15:50

耳・側頭骨3
O29-1～O29-6
座長： 將積 日出夫 

肥塚 泉

第 29群 15:50～16:50

口蓋扁桃摘出術
O30-1～O30-6
座長： 原 浩貴 

片田 彰博

第 30群 16:50～17:50

口腔1
O31-1～O31-6
座長： 坂田 俊文 

安里 亮

第 31群 9:00～10:00

頸部膿瘍
O32-1～O32-6
座長： 鈴木 正志 

成田 憲彦

第 32群 10:00～11:00

鼻副鼻腔4
O33-1～O33-6
座長： 山田 武千代 

小林 正佳

第 33群 11:00～12:00

喉頭1
O34-1～O34-6
座長： 山下 勝 

讃岐 徹治

第 34群 14:50～15:50

唾液腺3
O35-1～O35-6
座長： 三澤 清 

多田 雄一郎

第 35群 15:50～16:50

唾液腺4
O36-1～O36-6
座長： 田渕 経司 

東野 正明

第 36群 16:50～17:50

9:00～ 
 17:30
企業展示
ドリンク
コーナー

電気メスハンズオンセミナー
明日から実践！電気メスの基礎と
安全使用のためのハンズオン

司会： 吉崎 智一
演者： 和佐野 浩一郎
共催：（株）アムコ

10:30～12:00
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3月4日（金）　2日目

栄養1
O37-1～O37-6
座長： 蝦原 康宏 

小村 豪

第 37群 10:10～11:10

栄養2
O38-1～O38-6
座長： 浅田 行紀 

末廣 篤

第 38群 11:10～12:10

合併症1
O39-1～O39-6
座長： 三谷 浩樹 

渡邉 昭仁

第 39群 14:30～15:30

合併症2
O40-1～O40-6
座長： 藤本 保志 

上田 勉

第 40群 15:30～16:30

頭蓋底
O41-1～O41-6
座長： 花澤 豊行 

菊地 正弘

第 41群 9:00～10:00

化学・放射線療法3
O42-1～O42-6
座長： 安松 隆治 

小柏 靖直

第 42群 10:00～11:00

再建
O43-1～O43-7
座長： 中溝 宗永 

隈部 洋平

第 43群 11:00～12:10

嚥下
O44-1～O44-6
座長： 熊井 良彦 

齋藤 康一郎

第 44群 14:00～15:00

眼窩
O45-1～O45-6
座長： 櫻井 大樹 

中丸 裕爾

第 45群 15:00～16:00

評議員会

8:00～8:50

総会
13:15～13:40

最優秀論文賞授賞式
および受賞講演

13:40～14:00

閉会式 16:30～16:40

シンポジウム4
甲状腺癌手術の最適化 

～術式、アプローチ、音声再建～
司会： 丹生 健一、折田 頼尚
演者： 宮部 淳二、高原 幹、 

笹井 久徳、北村 守正

9:00～11:00

シンポジウム5
耳科手術の最適化 

～トラブルシューティング～
司会： 小島 博己、羽藤 直人
演者： 我那覇 章、松本 希、 

水足 邦雄、森鼻 哲生

14:30～16:30

教育パネルディスカッション
耳鼻咽喉科頭頸部外科の手術手技の
伝承～師匠の目線、弟子の目線～
司会： 欠畑 誠治、塚原 清彰
演者： 渡邉 嶺、吉本 世一、 

青木 聡、大村 和弘、 
金井 理絵、金丸 眞一、 
駒澤 大吾、渡邊 雄介

10:10～12:10

臨床研究セミナー
臨床現場からエビデンスを： 

単施設研究から学会主導研究まで
司会：大森 孝一
演者：北村 哲久

14:30～15:30

教育セミナー9
中咽頭癌に対する経口的切除
司会：楯谷 一郎　演者：森 照茂

15:30～16:00

教育セミナー10
頸部郭清術

司会：菅澤 正　演者：別府 慎太郎

16:00～16:30

教育セミナー11
上顎洞手術

司会：岡野 光博　演者：武田 和也

9:00～9:30

教育セミナー12
前頭洞手術

司会：鴻 信義　演者：鈴木 正宣

9:30～10:00

教育セミナー13
蝶形骨洞手術

司会：清水 猛史　演者：宮本 秀高

14:00～14:30

教育セミナー14
鼓室形成術

司会：東野 哲也　演者：川島 貴之

9:00～9:30

教育セミナー15
TEES

司会：伊藤 真人　演者：伊藤 吏

9:30～10:00

教育セミナー16
喉頭形成術

司会：梅野 博仁　演者：福原 隆宏

14:00～14:30

共通講習3（医療倫理）
医学・医療倫理の現在と未来

司会： 本間 明宏
演者： 加藤 和人

11:10～12:10

ランチョンセミナー5
再発・転移頭頸部癌治療のエビデンスをどのよう
に捉え、CPSを踏まえていかに臨床応用するか

司会： 本間 明宏
演者： 岡野 晋
共催：MSD（株）

12:20～13:10 ランチョンセミナー6
甲状腺全摘術後の最適な
甲状腺ホルモン補充療法
司会： 猪原 秀典
演者： 伊藤 充
共催：あすか製薬（株）

12:20～13:10 ランチョンセミナー7
経口的ロボット支援手術の魅力を語る 
－安全なロボット手術の導入に向けて－

司会： 北野 博也
演者： 楯谷 一郎

共催：インテュイティブサージカル（同）

12:20～13:10 ランチョンセミナー8
内視鏡下鼻腔・副鼻腔
手術後の充填素材

司会： 鴻 信義
演者： 柳 徳浩、中川 隆之

共催：（株）名優

12:20～13:10

共通

領域

領域

領域
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第5会場
ルーム1

第6会場
ルーム7

第7会場
ルーム8

第8会場
ルーム9

展示会場
ホールC

9:00～ 
 15:00
企業展示
ドリンク
コーナー

甲状腺5
O63-1～O63-6
座長： 八木 正夫 

福原 隆宏

第 63群 11:00～12:00

甲状腺6
O64-1～O64-6
座長： 門田 伸也 

山崎 恵介

第 64群 14:00～15:00

副甲状腺
O65-1～O65-6
座長： 篠原 尚吾 

片山 昭公

第 65群 15:00～16:00

口腔2
O46-1～O46-6
座長： 中島 寅彦 

藤澤 琢郎

第 46群 9:00～10:00

口腔3
O47-1～O47-6
座長： 花井 信広 

村上 大造

第 47群 10:00～11:00

外傷
O48-1～O48-6
座長： 西池 季隆 

舘田 勝

第 48群 11:00～12:00

喉頭温存手術
O49-1～O49-6
座長： 藤井 隆 

松本 文彦

第 49群 14:00～15:00

副咽頭
O50-1～O50-6
座長： 大月 直樹 

有泉 陽介

第 50群 15:00～16:00

免疫療法1
O51-1～O51-6
座長： 小澤 宏之 

齊藤 祐毅

第 51群 9:00～10:00

免疫療法2
O52-1～O52-6
座長： 折舘 伸彦 

加納 里志

第 52群 10:00～11:00

免疫療法3
O53-1～O53-7
座長： 小川 武則 

宮本 俊輔

第 53群 11:00～12:10

診断
O54-1～O54-6
座長： 松塚 崇 

岸本 曜

第 54群 14:00～15:00

化学・放射線療法4
O55-1～O55-6
座長： 今西 順久 

喜井 正士

第 55群 15:00～16:00

症例4
O56-1～O56-6
座長： 大堀 純一郎 

寺田 哲也

第 56群 9:00～10:00

耳・側頭骨4
O57-1～O57-6
座長： 山下 裕司 

山中 敏彰

第 57群 10:00～11:00

経口的切除3
O58-1～O58-6
座長： 山下 拓 

篠崎 剛

第 58群 11:00～12:00

悪性黒色腫
O59-1～O59-6
座長： 竹中 幸則 

西尾 直樹

第 59群 14:00～15:00

喉頭2
O60-1～O60-6
座長： 松原 篤 

四宮 弘隆

第 60群 15:00～16:00

唾液腺5
O61-1～O61-6
座長： 大島 猛史 

鈴木 真輔

第 61群 9:00～10:00

症例5
O62-1～O62-6
座長： 室伏 利久 

向川 卓志

第 62群 10:00～11:00

頭頸部超音波研究会企画　 
頸部超音波ハンズオンセミナー
司会：藤本 保志、古川 まどか
演者： 古川 まどか、下出 祐造、 

古川 まどか、齋藤 大輔、 
福原 隆宏、寺田 星乃

実技インストラクター： 
橋本 香里、吉田 真夏、 
堂西 亮平、富岡 利文

9:00～11:00
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