第16回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
日程表
会場： リーガロイヤルホテル（大阪）
1日目：7月8日(木)

2日目：7月9日(金)

第1会場
桐

会場名
部屋名

第2会場
桂

部屋名

7:00

8:00

開会の辞

8:00～9:20

耳

8:00～8:50

高度難聴児の診療と療育

司会：高橋 晴雄、伊藤 真人
演者：神田 幸彦、南 修司郎、高木 明、城間 将江
臨床セミナー1（60分）
小児のめまい・平衡障害
司会：岩﨑 真一
演者：田中 英高、藤本 千里

9:30～10:30
10:00

11:00

10:40～11:40
特別講演1（60分）
小児耳鼻咽喉科学の世界の歩み

耳

8:00

第1群：喉頭・気管（50分）
演題番号：O-1～O-5
座長：香取 幸夫、竹内 万彦

8:50～9:40

9:40～10:30

第3群：聴覚（50分）
演題番号：O-11～O-15
座長：増田佐和子、阪本 浩一

10:00

耳 小

11:00

12:00

モーニングセミナー2（60分）
乳幼児の適切な精密聴力検査法
司会：小川 郁
演者：南 修司郎
共催：ブルームヒアリング株式会社

9:10～10:30

9:10～9:50

シンポジウム3（80分）
小児頭頸部がん・稀少がんの診療と療育
司会：藤本 保志、吉本 世一
演者：藤本 保志、朝陰 孝宏、高橋 義行、細野 亜古

第5群：遺伝（40分）
演題番号：O-22～O-25
座長：片岡 祐子、岩井 大

9:50～10:30

第6群：耳手術（40分）
演題番号：O-26～O-29
座長：柿木 章伸、日高 浩史

10:40～12:00

10:40～12:00

耳 小 外

耳

外

耳 外

シンポジウム5（80分）
頭頸部リンパ管腫の診断と治療
司会：米倉 竹夫、尾藤 祐子
演者：小関 道夫、藤野 明浩、文野 誠久、上野 滋

シンポジウム6 （80分）
気管切開が必要な子どもの診療と療育
司会：仲野 敦子、余谷 暢之
演者：仲野 敦子、竹本 潔、島田 亜紀、永江 彰子

12:20～13:20 ランチョンセミナー3（60分）
MED-EL electrode selection & Cochlear malformation in pediatric
cases
司会：内藤 泰
演者：Anandhan Dhanasingh、Luis Lassaletta Atienza
共催：メドエルジャパン株式会社

12:20～13:20

13:30～14:30

13:30～14:10

第7 群：学校健診・その他（40分）
演題番号：O-30～O-33
座長：鈴鹿 有子、川嵜 良明

14:10～14:50

第8 群：外傷・異物（40分）
演題番号：O-34～O-37
座長：益田 慎、田中 学

12:00

ランチョンセミナー2（60分）
難聴児に対する補聴の有用性と限界
―医療と療育・教育連携の必要性―
司会：小林 一女
演者：片岡 祐子
共催：マキチエ株式会社

13:00

13:00

13:10～13:40

特別講演2（60分）
小児の新型コロナウイルス感染症

13:50～14:50

共

15:00～16:20

小

14:00

耳

15:00～16:20

臨床セミナー2（60分）
小児アレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法
司会：吉原 重美
演者：川島 佳代子

16:30～17:30
17:00

17:40～18:40

イブニングセミナー1（60分）
感染症についてDeepに考える
司会：原渕 保明
演者：山中 昇
共催：富士フイルム富山化学株式会社

耳

シンポジウム4（80分）
小児気道障害の診療と療育
司会：齋藤 康一郎、兵頭 政光
演者：原 浩貴、宮本 真、肥沼 悟郎

シンポジウム2（80分)
小児伝音・混合性難聴の診療と療育
司会：山岨 達也、田中 康広
演者：樫尾 明憲、佐藤 崇、我那覇 章

16:00

耳

外

15:00

16:00

16:30～17:30
第4 群：中耳炎（60分）
演題番号：O-16～O-21
座長：保富 宗城、飯野ゆき子

17:40～18:40 イブニングセミナー2（60分）
大都市圏の難聴児：人工内耳による早期介入・
術後から始まるきこえへの追求
司会：太田 有美
演者：白井 杏湖、太田 有美
共催：メドエルジャパン株式会社

19:00

17:00

18:00

19:00

20:00

20:00

※

ランチョンセミナー4（60分）
鼓膜再生療法の小児例への応用
司会：伊藤 真人
演者：金丸 眞一
共催：ノーベルファーマ株式会社

総会（30分）

司会：足立 雄一
演者：森内 浩幸

18:00

8:00～9:00

12:00～13:00

12:00～13:00
ランチョンセミナー１（60分）
難聴の早期発見・早期介入ベストプラクティス
－子どもたちの未来を見据えた日本とオーストラリアの取り組み
司会：山岨 達也
演者：中川 尚志、Greg Leigh
共催：株式会社日本コクレア

15:00

8:00～9:00
モーニングセミナー1（60分）
小児重症スギ花粉症に対するオマリズマブの位置付け
〜2ndシーズンを終えて〜
司会：朝子 幹也
演者：阪本 浩一
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

9:00

第2群：音声言語（50分)
演題番号：O-6～O-10
座長：二藤 隆春、平野 滋

司会：内藤 健晴
演者：加我 君孝

14:00

第2会場
桂

7:00

シンポジウム1（80分）

9:00

第1会場
桐

会場名

耳

・・・・ 耳鼻咽喉科領域講習 対象セッション

小

共

・・・・ 専門医共通講習 対象セッション

外

・・・・ 小児科領域講習 対象セッション
・・・・ 外科領域講習 対象セッション

海外招待講演（60分）
耳
Pediatric CI surgery and auditory habilitation after
the surgery for profound deaf children
司会：土井 勝美
演者：Thomas Lenarz
共 小
臨床セミナー3（60分）
小児疾患の遺伝子診断と遺伝カウンセリング
司会：松永 達雄
演者：酒井 規夫

14:40～15:40

15:50～16:50

イブニングセミナー3（60分）
樹を診ずして森を診よ
～ ワイドバンドティンパノメトリー(WBT) から得られるもの ～
司会：日高 浩史
演者：上出 洋介
共催：デマント・ジャパン株式会社 ダイアテックカンパニー
閉会の辞

14:50～15:40
第9群：咽頭・頸部手術（50分）
演題番号：O-38～O-42
座長：河田 了、鈴木 正志

15:50～16:50

イブニングセミナー4（60分）

司会：守本 倫子
演者：橋本 亜矢子、田中 恭子
共催：ＪＣＲファーマ株式会社

