
日時：   2019年1月24日（木）～1月26日（土）8：30～18：00 

研修場所：東北大学医学部 解剖実習室 

参加費： 無料（学会参加者） 
         学会参加者以外の受講料の納付方法については決定次第ご案内します  

定員：   ハンズオン若干名、見学参加可能（事前申し込み必要） 

第29回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会サテライトセミナー 

側頭骨手術 
    東野哲也先生（宮崎大学） 

    Joachim Mueller先生（ミュンヘン大学） 

    神田幸彦先生（神田Ｅ・Ｎ・Ｔクリニック） 

      Holger Sudhoff先生（ビルフェルト教育病院） 

    廣瀬由紀先生（筑波大学） 

頭頸部手術 
    川端一嘉先生（がん研究会有明病院） 

    松浦一登先生（宮城県がんセンター） 

    別府  武先生（埼玉県がんセンター） 

    福島啓文先生（がん研究会有明病院） 

    佐藤雄一郎先生（新潟県がんセンター） 

    四宮弘隆先生（神戸大学） 

内視鏡下頸部、甲状腺手術 
      辻 裕之先生（金沢医科大学） 

 

 学会HP 
 http://www.c-linkage.co.jp/jshns29/index.html 

 

 お申込み、お問い合わせ先 

dissectioncourseinsendai@gmail.com 

主催；東北大学 
協力；東北大学器官解剖学・細胞組織学分野、東北大学白菊会 
       メドエルジャパン株式会社、株式会社アトスメディカルジャパン、株式会社アムコ 

第6回耳鼻咽喉・頭頸部外科手術手技研修 

        
頭蓋底手術 
    岸本誠司先生（亀田総合病院） 

経口的鏡視下手術 
    楯谷一郎先生（京都大学） 

喉頭（音声）手術 
    中村一博先生（日本大学） 

    二藤隆春先生（東京大学） 

嚥下手術 
    鹿野真人先生（大原綜合病院） 

    梅﨑俊郎先生（福岡山王病院、 

                      国際医療福祉大学） 

内視鏡下鼻副鼻腔手術 
    宮本秀高先生（筑波大学） 

    野口直哉先生（東北医科薬科大学） 

 

外部招聘講師 

厚生労働省『平成30年度手術手技向上研修
事業補助金』による耳鼻咽喉・頭頸部外科手
術手技研修です。Thiel法，SSS法献体を利用

し、実臨床に即した研修会を開催致します。耳
鼻咽喉科領域講習（予定）です。詳細は学会

HPをご覧ください。 

学内講師 
 

香取幸夫、日高浩史、渡邊健一、小川武則、山内大輔、加藤健吾、中目亜矢子、大越 明、鈴木淳、本蔵陽平 



※見学は随時可能（事前申し込み必要）
実施可否（献体数） ハンズオン募集 見学のみ 講師 研修内容 ※領域講習は、全コース通して1単位まで。

1月24日 9：00～13：00 〇(3体：3耳） 3名（または3チーム） 可 本蔵 乳突削開、中耳解剖、VSB、CI ※コースによって、開始、終了時間が異なります。
14：00～18：00 〇(1体:見学のみ） なし 可 東野、ミュラー 東野先生解剖ライブ(16：40～17：40）

東野先生（15-18時）
1月25日 9：00～13：00 〇(5体：5耳） 5名（または5チーム） 可 東野、本蔵 乳突削開、中耳解剖、VSB、CI

14：00～18：00 〇(3体：3耳） 3名（または3チーム） 可 本蔵 乳突削開、中耳解剖、VSB、CI
1月26日 9：00～13：00 〇(4体：4耳） 4名（または4チーム） 可 日高、山内 乳突削開、中耳解剖、VSB、CI ※チームは上級医、下級医の各施設2名チーム

13：00～17：00 〇(4体：4側） 4名（または4チーム） 可 山内 乳突削開、中耳解剖、VSB、CI （例：下級医が乳突削開、上級医がVSBなど）
合計 19名（または19チーム） 可 （講師敬称略）

実施可否（献体数） ハンズオン募集 見学のみ 講師 備考
1月24日 9：00～12：00 〇(2体） 4名 可 福島、佐藤、四宮 喉頭全摘術、プロボックス挿入術

14：00～17：00 〇(1体:見学のみ） なし 可 川端 川端先生解剖ライブ（14：30～15：30）
川端先生（13-16時）

1月25日 9：00～12：00 × なし なし
14：00～17：00 〇(3体） 6名 可 梅崎 梅崎先生（誤嚥防止手術とプロボックス）

1月26日 9：00～12：00 〇(4体） 8名 可 福島、佐藤、四宮 喉頭全摘術（献体数により見学のみ）、プロボックス挿入術
14：00～17：00 × なし なし

合計 18名 可 （講師敬称略）

実施可否（献体数） ハンズオン募集 見学のみ 講師 備考
1月24日 9：00～12：00 〇(2体） 4名 可 松浦 頸部郭清

14：00～17：00 × なし なし

1月25日 9：00～12：00 〇(3体） 6名 可 楯谷 経口的鏡視下手術(楯谷先生）
14：00～17：00 〇(3体） 6名 可 辻、松浦 内視鏡下頸部手術（辻先生）、頸部郭清(検体の状態により） ※内視鏡下頸部手術は、献体の状態により

1月26日 9：00～12：00 × なし なし 頸部郭清術となります。
14：00～17：00 〇(2体） 4名 可 小川 頸部郭清

合計 20名 可 （講師敬称略）

実施可否（献体数） ハンズオン募集 見学のみ 講師 備考
1月24日 9：00～12：00 × なし なし

14：00～17：00 × なし なし

1月25日 9：00～12：00 〇（3体） 6名 可 中村 甲状軟骨形成Ｉ型、ＩＶ型、披裂軟骨内転術
14：00～17：00 × なし なし

1月26日 9：00～12：00 × なし なし
14：00～17：00 × なし なし

合計 6名 可 （講師敬称略）

実施可否（献体数） ハンズオン募集 見学のみ 講師 備考
1月24日 9：00～12：00 〇（2体） 4名 可 鹿野 喉頭挙上術、声門閉鎖（鹿野式）

14：00～17：00 × なし なし

1月25日 9：00～12：00 × なし なし
14：00～17：00 × なし なし

1月26日 9：00～12：00 〇（2体） 4名 可 加藤 喉頭挙上術、喉頭中央部切除（香取式）
14：00～17：00 × なし なし

合計 8名 可 （講師敬称略）

実施可否（献体数） ハンズオン募集 見学のみ 講師 備考
1月24日 9：00～12：00 × なし なし

14：00～17：00 × なし なし

1月25日 9：00～12：00 × なし なし
14：00～17：00 × なし なし

1月26日 9：00～12：00 〇（2体） 4名 可 鈴木、宮本 鼻副鼻腔内視鏡手術
14：00～17：00 〇（2体） 4名 可 鈴木、宮本 鼻副鼻腔内視鏡手術

合計 8名 可 （講師敬称略）

実施可否（献体数） ハンズオン募集 見学のみ 講師 備考
1月24日 9：00～12：00 × なし なし

14：00～17：00 × なし なし

1月25日 9：00～12：00 × なし なし
14：00～18：00 〇（3体） 6名 可 岸本 Facial dismasking, OBZ, 前頭側頭開頭、側頭下窩アプローチ

1月26日 9：00～12：00 × なし なし
14：00～17：00 × なし なし

合計 6名 可 （講師敬称略）

日 時
頭蓋底

日 時
嚥下（誤嚥防止手術、嚥下機能改善手術）

日 時
鼻副鼻腔

日 時
頭頸部手術（頸部郭清、内視鏡下頸部手術の基礎、ELPS）（アムコ協力）

日 時
喉頭（音声）

喉頭全摘、プロボックス（アトスメディカル協力）
日 時

日 時
側頭骨（VSB,CI)（メドエルジャパン協力）



サテライトセミナー『第６回 実践的な耳鼻咽喉・頭頸部外科手術手技研修 in Sendai』 

日時：2019年1月24日（木）～1月26日（土）8：30～18：00 

研修場所：東北大学解剖実習室 

参加費：頭頸部外科学会参加者無料 

定員：ハンズオン各コース数名、見学参加可能（12月末日までの申し込み必要） 

厚生労働省実践的手術手技向上研修事業による耳鼻咽喉・頭頸部外科手術手技研修です。

Thiel法献体を利用し、実臨床に即した手術手技研修会を開催致します。 

ハンズオン、見学ともに事前申込制になります。 

申し込はポスターとファイルのリストをご覧の上、希望コース、希望の日を明記の上、 

申込書兼アンケートを dissectioncourseinsendai@gmail.com までお願いします。 

（一般演題などで変更の場合には希望日時などは相談にのります） 

 

※ハンズオンは一人 1コースのみ 

※見学であれば、全コース可能です。 



第 6 回 手術手技研修 習熟度アンケート（研修前・研修後・1 年後） 

 
 本研修の有効性を評価するため、習熟度アンケートを実施しております。下記の内容をご確認いただ

き、ご署名の上、アンケートにご協力をお願いいたします。 
本アンケートは、本研修の有効性を数値化し評価するため、また、今後の手術手技研修の内容向上の

ために行うものです。継続的な研修効果を観察するため、半年後を目安に同様のアンケートを送付差し

上げたいと考えております。ご協力をいただけますと幸いです。 
 アンケートの集計結果は、厚生労働省等の関連機関での報告書作成のために用いる可能性がございま

す。個人情報の取扱には十分留意し、解析段階で匿名化を行いますので、個人が特定される形での報告

は行いません。 
また、アンケートへのご回答は自由意思によるものであり、ご回答いただかなくともいっさいの不利益

は生じません事を明記致します。 
  私は本アンケートの目的に賛同し、上記内容を理解した上でアンケートに回答しました。 
 
  ご氏名                    E-mail                                          
  医師経験年数             年   耳鼻咽喉科専門医    有    無 

 

  問い合わせ先： 

   東北大学大学院医学系研究科 
    細 胞 組 織 学 分 野  北田 容章（022-717-8029） 
    耳鼻咽喉・頭頸部外科 小川 武則（022-717-7304） 

A.出席希望の日時、コースを記入お願いします（ハンズオンは 1 コースのみ可能） 
 

希望日時 研 修 名 ハンズオン 
見学希望（ハン

ズオン不可の

場合を含む） 

Tutorスタッ

フ希望 

1/25ＡＭ 喉頭（音声）手術    

 嚥下手術    

 頭頸部外科手術    

 側頭骨手術    

 鼻副鼻腔手術    

 プロボックス手術    

1/25ＰＭ 頭蓋底手術    

 
 

※半年後調査の際、メールにてご連絡させていただく予定です 



B. ハンズオン・見学希望コース術式における研修前の経験例数と、下記 10 段階による研修前の術式理

解度の自己評価をお願いします。こちらは研修直後、研修 6 か月後にもご記入いただきます。 
 
 
  理解度レベル低  1 全く理解していない 

     2 理解に乏しい （初期研修レベル） 

     3 やや理解している （後期研修医レベル） 

     4 理解している   （助手ができるレベル） 

     5 専門医の指導の元、執刀できる（専門医レベル） 

     6 指導なく執刀できる 

     7 助手に関わらず執刀できる （分野専門医レベル） 

     8 指導医として手術に参加できる 

     9 研修医に手術指導ができる （研修指導医レベル） 

  理解度レベル高  10 高難易度症例で執刀、指導ができる（オピニオンリーダーレベル） 

 

 

コース名 術 式 名 

本研修後習

熟した手術

（手術施行

症例数） 

研修前 
理解度 

研修直後 
理解度 

研修半年後 
理解度 

例 例 〇（2 例施行） 7   

咽頭（音声） 
披裂軟骨内転術     

甲状軟骨形成術Ⅰ型     

嚥下 
誤嚥防止手術     

嚥下機能改善手術     

プロボックス プロボックス挿入術     

頭頸部外科 頸部郭清術     

鼻副鼻腔 
内視鏡下鼻副鼻腔手術     

前頭洞手術（Draf 手術）     

側頭骨 
乳突削開術     

鼓室形成術     

頭蓋底 
頭蓋底手術     

副咽頭間隙手術     

 

 ご協力ありがとうございました。 



◆シャトルバス時刻表

医学部発 国際センター発 医学部発 国際センター発

12：20 - - 8：30

- 13：00 8：50 -

13：20 - - 9：10

- 14：00 12：10 -

14：20 - - 12：50

- 15：40 13：10 -

16：00 - - 13：30

- 16：20 13：50 -

18：00 - - -

1月24日（木） 1月25日（金）




