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第 27 回日本喉頭科学会総会・学術講演会　日程表
第27回日本喉頭科学会総会・学術講演会　日程表

第1日目　 4月9日（木）
第1会場 第2会場 第3会場 展示会場
瑠璃東中 瑠璃⻄ 珊 瑚 真 珠

8：50 開会式
9:00

9：00～10：00 9：00～10：00 9：00～10：00 9：00～

公募パネル
「伝えたい私の技」 

1. 咽喉頭腫瘍
座長：北野博也 ・ 猪原秀典

第2群：喉頭麻痺1
［O-06～O-11］

座長：小林武夫 ・ 黒野祐一

第4群：気道狭窄
［O-17～O-22］

座長：三輪高喜 ・ 倉富勇一郎

機器展示

10:00
10：00～10：50 10：00～10：50 10：00～10：50

第1群：早期声門癌
［O-01～O-05］

座長：菅澤　正 ・ 志賀清人

第3群：痙攣性発声障害1
［O-12～O-16］

座長：鈴木幹男 ・ 唐帆健浩

第5群：感染症
［O-23～O-27］

座長：川内秀之 ・ 村上信五

11:00
11：00～11：50

特別講演
『海洋安全保障における

衛生機能の関与』
演者：佐藤道哉　座長：塩谷彰浩

12:00
12：05～12：55
ランチョンセミナー 1

『アレルギー治療の最新トピックス』
演者：田代学・岡本美孝  座長：内藤健晴
共催：グラクソ･スミスクライン（株）

12：05～12：55
ランチョンセミナー 2

演者：Scott Coman 座長：鈴木賢二
共催：アトスメディカル名優（株）

12：05～12：55

評議員会

13:00
13：00～13：30

総　会

日本喉頭科学会 優秀論文賞 授賞式
13：40～14：30 13：40～14：40 13：40～14：40

第6群：音声基礎
［O-28～O-32］

座長：新美成二 ・ 齋藤康一郎

第7群：喉頭微細手術・外傷
［O-33～O-38］

座長：増山敬祐 ・ 津田豪太

第8群：良性腫瘍
［O-39～O-44］

座長：峯田周幸 ・ 齋藤　幹

14:00

14：40～16：10

パネルディスカッション
『喉を守る  喉頭癌 ～ここま
でできる経口的アプローチ』
演者：［基調講演］ Michael L. Hinni
　     千年俊一 ・ 荒木幸仁
座長：梅野博仁 ・ 中山明仁
共催：（株）日本ルミナス

15:00

16:00
　

16：10～17：35 16：10～16：40
第9群：アレルギー

［O-45～O-47］座長：楠山敏行公募パネル
「伝えたい私の技」 

2. 音声外科
座長：久　育男 ・ 大森孝一

16：40～17：40

第10群：喉頭癌
［O-48～O-53］

座長：西野　宏 ・ 山下　拓

17:00

17：50～18：20
海上自衛隊横須賀音楽隊

ミニコンサート
18:00

18：30～

懇親会
会場：白 樺（2階）19:00

『OVERVIEW OF THE MANAGEMENT OF
LARYNGEAL CANCER AT THE PRINCESS　
ALEXANDRA HOSPITAL BRISBANE』
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第2日目　 4月10日（金）
第1会場 第2会場 第3会場 展示会場
瑠璃東中 瑠璃⻄ 珊 瑚 真 珠

9:00
9：00～10：00 9：00～10：00 9：00～10：00 9：00～

公募パネル
「伝えたい私の技」 

3. 音声障害
座長：福田宏之 ・ 梅﨑俊郎

第11群：小児
［O-54～O-59］

座長：小川　郁 ・ 守本倫子

第14群：喉頭基礎
［O-69～O-74］

座長：山岨達也 ・ 平野　滋

機器展示

10:00
10：00～11：30 10：00～10：50

基礎シンポジウム
『喉を守る  喉頭・気管領域
の研究up to date ～若手
喉頭科医による最新の知見』
  演者：溝上　大輔 ・ 今泉光雅
  　     杉山庸一郎 ・ 東家　完
  座長：香取幸夫

第12群：嚥下障害
［O-60～O-64］

座長：大前由紀雄 ・ 二藤隆春

10：50～11：30
第13群：悪性腫瘍1
［O-65～O-68］

座長：甲能直幸 ・ 原渕保明

11:00

 11：45～12：35
ランチョンセミナー 3

『咽喉頭・気管食道領域に
おける内視鏡観察の最前線』
演者：冨藤雅之  座長：丹生健一  共催：HOYA（株）

12:00

12：50～13：20
第15群：音声障害・増殖因子
［O-75～O-77］座長：折舘伸彦

12：50～13：20
第16群：喉頭麻痺2

［O-78～O-80］座長：吉崎智一

12：50～13：20
第18群：痙攣性発声障害2
［O-87～O-89］座長：平林秀樹

13:00

13：20～14：20 13：20～14：20 13：20～14：20

公募パネル
「伝えたい私の技」 

4. 気 道
座長：中島　格 ・ 兵頭政光

第17群：悪性腫瘍2
［O-81～O-86］

座長：福田　諭 ・ 河田　了

第19群：咽喉頭 臨床
［O-90～O-95］

座長：竹内万彦 ・ 藤本保志
14:00

14：30～16：00

臨床シンポジウム
『喉を守る  声帯膜様部病変
に対する喉頭微細手術 
～私のやり方』

  演者：佐々木俊一 ・ 原　浩貴
  　     望月　隆一 ・ 高野真吾
  座長：田山二朗

15:00

16:00
　16：00 閉会式

17:00


