
頭頸部表在癌研究会 

設立 平成 19年 4月 1日（2007年） 

 

目的  本研究会は、頭頸部表在癌の診断・治療法の研究開発、その知識と技術の普及、ならびに、こ

の分野の人材の養成をはかり、頭頸部癌の治療成績向上に貢献する事 

 

組織  代表世話人  林 隆一 

世話人  大森 泰、武藤 学、河野辰幸、井上晴洋、清水勇一、郷田憲一、 

門馬久美子 

杉本太郎、川端一嘉、岡本牧人、佐藤靖夫、加藤孝邦、林 隆一、渡辺昭仁、

塩谷彰浩、海老原敏 

落合淳志、渡辺栄伸、杉浦 仁    

 会計監事 渡邉昭仁、大森 泰    （順不同 敬称略） 

 

主要事業 ・研究会の開催（年 1回） 

  ・研究発表の医学雑誌への投稿。 

  ・その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 

 

経緯 現在の頭頸部表在癌研究会の前身である頭頸部表在癌勉強会の第 1回勉強会は平成 16

年 1 月に開催されました。勉強会では症例検討を毎回行い、ミニレクチャーを通じて

消化器科医、耳鼻科頭頸科医、病理医などさまざまな専門家の知識の統一を図ってき

ました。平成 19年 6月以降は頭頸部表在癌研究会として活動を続けています。 

 

事務局  国立がん研究センター東病院頭頸部外科 

  〒277-8577千葉県柏市柏の葉 6-5-1 

  ℡/fax  04-7131-3212 

Email nkikuchi@east.ncc.go.jp 

 

次回開催予定 第 18回頭頸部表在癌研究会 

  日時  平成 29年 7月 1日（土） 

場所  国立がん研究センター国際研究交流会館 

当番世話人 杉本太郎（都立駒込病院耳鼻咽喉科頭頸部腫瘍外科） 

          （敬称略） 

mailto:nkikuchi@east.ncc.go.jp


主　題・セミナー 日　時 場所

第１回 症例呈示およびディスカッション H19.6.13 林　隆一 国立がん研究センター東病院頭頸部外科 パシフィコ横浜　小ホール

第２回 中・下咽頭表在癌の定義に関して H19.12.8 武藤　学 京都大学大学院腫瘍薬物治療学
御茶ノ水杏雲ビル2階
佐々木記念ホール

第３回

指定演題Ⅰ　彎曲型咽喉頭鏡を用いた内視鏡的咽喉頭手術（ELPS)の実際
指定演題Ⅱ　経口的喉頭・下咽頭部分切除術の表在癌への応用
指定演題Ⅲ　下咽頭表在癌の経口腔的摘出術における術野展開についての
一考察

H20.6.14 加藤邦孝 東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科 
京王プラザホテル（新宿）
あおぞら（47階）

第４回
主題Ⅰ　O-I型表在癌（混合型を含む）
主題Ⅱ　リンパ節転移（異時性・同時性）を伴った頭頸部表在癌例

H20.11.29 大森　泰 川崎市立川崎病院外科
東京歯科大学水道橋病院
血脇記念ホール

第５回 O-Ⅱa型表在癌 H21.6.12 渡邉昭仁 恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 ロイトン札幌　2階　リージェント

第６回

主題Ⅰ上皮下浸潤を示した症例
主題Ⅱ一般演題
主題Ⅲパネルディスカッション　表在癌に対する治療選択
ランチョンセミナー　ガイドラインからみたGERDと頭頸部疾患

H21.11.28 門馬久美子都立駒込病院内視鏡科 都立駒込病院別館1階講堂

第７回
主題Ⅰ下咽頭癌の経口腔的手術の合併症とその対応
主題Ⅱ中下咽頭癌のO-Ⅱc/O-Ⅲ型表在癌はあるか
主題Ⅲ喉頭癌・舌根部表在癌の取り扱い

H22.6.12 岸本誠司 東京医科歯科大学頭頸部外科
東京医科歯科大学M&Dタワー2階
大講堂

第８回
主題Ⅰ中下咽頭表在癌の臨床病理像
主題Ⅱ中下咽頭癌の治療戦略
一般演題　頭頸部表在癌に関する演題

H22.11.27 落合淳志
国立がん研究センター東病院
臨床開発センター

国立がん研究センター東病院
臨床開発センター1階講堂

第９回
主題Ⅰ表在癌を含む同時性重複癌の治療
主題Ⅱ頭頸部表在癌治療後長期経過例
一般演題　頭頸部表在癌に関する演題

H23.6.25 岡本牧人 北里大学耳鼻咽喉科
北里大学白金キャンパス
（北里研究所病院）
薬学部コンベンションホール

第１０回
主題Ⅰ　前治療のある頭頸部表在癌切除例
主題Ⅱ　頭頸部表在癌の治療における手段や器具の工夫

H23.11.26 河野辰幸 東京医科歯科大学 大学院食道・一般外科学
東京医科歯科大学
1号館西9階特別講堂

第１１回
主題Ⅰ　切除困難部位とは？それに対する切除の工夫
主題Ⅱ　追加治療を必要とした切除例について

H24.6.23 川端一嘉 がん研究会有明病院頭頸科 がん研有明病院内吉田講堂

当番世話人

頭頸部表在癌研究会



主　題・セミナー 日　時 場所当番世話人

頭頸部表在癌研究会

第１２回

主題Ⅰ　内視鏡診断に苦慮した咽・喉頭良・悪性病変（鑑別・範囲診断など全
て）
一般演題　頭頸部表在癌に関連する症例・研究全て）
ランチョンセミナー　原発不明癌の画像診断

H25.1.19 郷田憲一 東京慈恵会医科大学内視鏡科
東京慈恵会医科大学大学
1号館5階講堂

第１３回
主題Ⅰ　頭頸部表在癌治療における手術手技、デバイスの工夫
主題Ⅱ　頭頸部表在癌の肉眼分類、画像診断
一般演題　頭頸部表在癌に館jする症例・研究の全て）

H25.6.15 塩谷彰浩 防衛医大科大学校 日本青年館ホテル中ホール

第１４回
主題　頭頸部表在癌の肉眼的病型分類を考える
一般演題　頭頸部表在癌に関連する症例・研究全て
ランチョンセミナー　頭頸部癌の放射線治療

H25.11.23 清水勇一 北海道大 大学院消化器内科学 
国立がん研究センター
国際研究交流会館

第１５回
主題Ⅰ　頭頸部表在癌の診断・治療成績など（１）
主題Ⅱ　頭頸部表在癌における今後の課題、ほか

H26.6.14 佐藤靖夫 国家公務員共済立川病院
慶應義塾大学医学部
第3校舎4階講堂

第１６回
主題Ⅰ　喉頭全摘が必要となった頭頸部表在癌症例
主題Ⅱ　長期経過観察を行った頭頸部表在癌症例

H27.6.27 林　隆一 国立がん研究センター東病院頭頸部外科
国立がん研究センター
国際研究交流会館

第１７回
主題Ⅰ　脈管浸襲あるいはリンパ節転移のある頭頸部表在癌の臨床病理
主題Ⅱ　広い拡大を示した頭頸部表在癌

H28.6.25 根本哲生 東邦大学医療センター大森病院病理診断科
国立がん研究センター
国際研究交流会館

第１８回 未定 H29.7.1 杉本太郎 都立駒込病院耳鼻咽喉科頭頸部腫瘍外科
国立がん研究センター
国際研究交流会館



ミニレクチャー 日　時 場所

第１回 本会開催の経緯・趣旨について 武藤　学 国立がん研究センター東病院消化管内科 H16.1.17 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

第２回 症例検討会のみ
井上晴洋
渡邉昭仁
河野辰幸

昭和大学横浜市北部病院
恵佑会札幌病院
東京医科歯科大学

H16.4.10 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

第３回 症例検討会のみ
門馬久美子
河野辰幸

東京都立駒込病院
東京医科歯科大学

H16.7.3 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

第４回
頭頸部癌取り扱い規約からみた亜部位の理解と中・
下咽頭領域の診断

林　隆一 国立がん研究センター東病院 H16.10.2 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

第５回
血管構造の変化からみた早期扁平上皮がんの鑑別
および深達度診断

井上晴洋 昭和大学横浜市北部病院 H17.1.8 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

第６回 症例検討会のみ H17.3.26

第７回 中下咽頭表在癌の臨床病理 落合淳志 国立がんセンター研究所支所 臨床腫瘍病理部 H17.7.2 新宿サンエービル　15階　会議室

第８回 アルコール代謝と頭頸部食道癌 横山　顕 国立病院機構　久里浜アルコール症センター H17.10.1 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

第９回 早期の扁平上皮癌の世界的な考え方 渡辺英伸 新潟大学医学部 H18.1.21 新宿サンエービル　15階　会議室

第１０回
中・下咽頭表在癌治療における耳鼻咽喉科的アプ
ローチ

佐藤靖夫 川﨑市立川崎病院　耳鼻咽喉科 H18.4.1 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

第１１回 頭頸部がんに対する放射線治療 河島光彦 国立がんセンター　放射線治療部 H18.7.15 新宿サンエービル　15階　会議室

第１２回 頭頸部がんに対する放射線治療対する化学療法 藤井正人 国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科 H18.10.28 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

第１３回
中・下咽頭表在癌に対する部分切除の適応と機能温
存

川端一嘉 がん研究会有明病院頭頸科 H19.1.27 オリンパス株式会社新宿モノリスﾋﾞﾙ3階M313

演者

中下咽頭表在癌勉強会




