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会長挨拶

会 長 挨 拶

大久保 公裕
（昭和 59 年卒）

　橘鏡会の先生方におかれましては平素より教室の運営に関して多くのご援助を賜
り、誠にありがとうございます。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。日本医
科大学ではアクションプラン21というハード面の充実と共に当教室員の拡充が喫緊
の課題でしたが、今年は5名の先生が入局し、大変喜ばしく思っております。付属病
院には鈴木宏隆先生（日本医科大学卒）、武蔵小杉病院には佐藤一樹先生（日本医科
大学卒）、千葉北総病院には吉岡邦暁先生（聖マリアンナ医科大学卒）の頼もしい3
名の専修医がそれぞれ勤務しています。新入局の先生方には臨床的・研究的教育によ
る充実した教室員生活が出来るようにサポートしていきたいと考えております。昨年
12月に順天堂大学より当教室へ入局した三輪正人先生（藤田保健衛生大学卒）は臨床
教授として千葉北総病院に勤務され、今年7月からは付属病院に勤務しています。三
輪先生にはこれまでの獨協医科大学越谷病院、順天堂医院での経験をもとに教室員の
臨床・研究技能を後輩の先生方に伝えて頂きたいと考えております。三輪先生の付属
病院への勤務異動に伴い、長谷川賢作先生が千葉北総病院に異動しました。長谷川先
生には次期部長として後輩のスキルアップ、臨床の更なる充実に向けて手腕を振るっ
てほしいと考えております。高原恵理子先生（調布駅前クリニック耳鼻咽喉科院長、
滋賀医科大学卒）が研究生として入局しました。武蔵小杉病院で医学部教授に昇進し
た松根彰志先生の下で学位取得のための研究を開始しています。今年新たに橘鏡会に
入会した先生方が本誌にて自己紹介をしております。教室の先生方には今後ご指導ご
鞭撻を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
　今年10月から松延毅先生（新東京病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長、慶応義塾大学卒）
が非常勤講師となり、多摩永山病院での耳科手術をお願いしております。同じく10
月から医学教育センターに出向していた藤倉輝道先生が医学教育センターの教授に就
任しました。東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科部長時代の経験を活かし、
医学生を教育する立場としてより一層活躍されることを期待しております。
　もう一つ喜ばしかったニュースは今年の専門医試験を受けた4名が全員合格したこ
とです。本人たちの努力に加え、それぞれの病院のおける教育が充実していたことが
伺えます。
　付属病院では新病院での外来診療が始まって1年が経ち、ようやく軌道に乗ってき
ました。手術室での手術件数ではありますが、年間600件を超えています。これは付
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会長挨拶

属病院のみならず、他の三病院も少ない人員ながら入院手術や外来患者件数を増加さ
せることができており、ひとえに医局員の努力の賜物と思っております。しかし現状
に満足せず、まず短期目標として充実した教室の繁栄、拡充を目指したいと思います。
当教室の先生方には今後のキャリアやスキルアップに向けた教育を受けながら、より
多くの経験を積んで行って欲しいと考えています。海外・国内への研究や臨床留学
などそれぞれの先生に合った方法で今後の教室の繁栄に向けての長期的な取り組みも
行っていきたいと考えております。来る2016年に当教室は開講120周年を迎えます。
紐解く歴史の重さから、先人より預かった教室運営の重圧を感じており、この節目の
年にはOBの先生方にご満足頂けるような企画を考えたいと思います。
　教室は刻々と変化しており、毎年たゆまぬ努力を継続維持していかなければなりま
せん。歴史の重みを受けて更なる努力を続ける覚悟をもって教室運営に当たり、どん
な困難な状況下でも当教室の恒久的使命を忘れないようにしていく所存です。橘鏡会
の先生方には四病院を統括する当教室をこれまで通り暖かく見守って頂きたいと考え
ており、その先生方の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
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幹事長挨拶

幹 事 長 挨 拶

坂口 文雄  
（昭和 53 年卒）

　「橘鏡会」会員の先生方におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は会の業務運営に格別の御理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　まず、昨年度の橘鏡会行事の報告をさせていただきます。
　平成26年9月13日（土）橘桜会館におきまして平成26年度橘鏡会総会が開催され
ました。平成26年度物故会員となられました先生方は、磯要先生、中島重隆先生、
上野晋一先生、北嶋俊之先生、道下秀雄先生でございます。謹んでご冥福をお祈り申
し上げます。新入会員は2名で、平成26年7月より臨床教授として長谷川賢作先生、
4月より平成24年日本医大卒の加藤大星先生が入局されました。又、めでたく大久保
和子先生、奥田稔先生、作道皓先生、鈴木徳重先生が米寿を、荒牧元先生が喜寿を迎
えられました。総会の議事に関しましては、幹事改選、会計報告、業務報告が滞りな
く承認可決されました。引き続き、谷根千耳鼻咽喉科頭頚部外科フォーラムが開催さ
れ、最後は和やかな懇親会にて終了いたしました。
　平成27年3月28日（土）には東京ガーデンパレスホテルにて、第8回小此木信六郎
記念耳鼻咽喉科研究会が開催されました。
　平成27年4月11日（土）には明治大学紫紺館にて、平成27年度新入教室員オリエンテー
ションが開催されました。
　新任の三輪正人先生が平成26年12月より臨床教授として入局され、平成27年4月
からは新人の鈴木宏隆先生（平成25年日本医大卒）、佐藤一樹先生（平成25年日本医
大卒）、吉岡邦暁先生（平成25年聖マリアンナ大卒）が入局されました。
　日本医大関連の動向ですが、平成26年5月には八木聰明先生が日本耳鼻咽喉科学会
理事長を退任され、平成27年6月には荒牧元先生が日耳鼻東京都地方部会部会長を退
任されました。長期にわたり重要な役職を務められ、重責を果たされました。
　この橘鏡会総会、谷根千耳鼻咽喉科頭頚部外科フォーラム、小此木信六郎耳鼻咽喉
科研究会、新入教室員オリエンテーションは毎年恒例の行事となっており、日本医大
耳鼻科教室の現状、橘鏡会会員の動向、教室員の研究発表、講演、新入教室員の紹介
など、教室と橘鏡会との連携を保つ大切な会であります。ぜひ、多くの会員の先生方
に出席していただき親睦を深めていただきたいと思います。
　ここ数年、1名ずつの入局でありましたが、平成26年度には2名、平成27年度には
4名の入局があり、貴重なマンパワーが増え、しかも経験豊富な先生も加わり、懸念
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されている教室員減少に少し明るい兆しが見えてきています。全国的に耳鼻科入局者
は減少傾向にありますが、地方と比べ東京はどの大学も毎年数名の新入医局員がおり、
多いところでは毎年10名以上の入局者のある大学もあります。
　各大学の医局の現状については、教室員が多く、臨床、教育、研究が充実し、実績
が上がっている教室に人が集まるのは当然ですが、入局者の多い教室は同門会の結束
も強く、支援、協力体制がしっかりしており、新入医局員の勧誘、獲得にも積極的に
力を入れているようであります。
　患者紹介に関して、最近は病院のホームページやインターネット上の口コミでの評
判などで相談に来られる患者さんもあり、私は症例に応じて説明し、患者さんの希望
する病院へ紹介するようにしています。又、どの病院でも病診連携の講演会が盛んに
行われ、近隣の医者同志の情報から紹介病院を選択することも多くなってきています。
教室の先生には今後もできるだけ講演会や研究会などで講演していただき、日本医大
耳鼻科をアピールし、我々も患者さんや紹介医との信頼関係を構築していけるよう臨
床面で後方支援していきたいと思います。
　最後に、橘鏡会の先生方にはご存知の方も多いと思いますが、日本医大奥田門下の
先生が中心となり平成7年より年3回清春会という勉強会プラス懇親会を開催してお
ります。今年で20年目を迎えることになりますが、主に日常診療で気づいたことや
疑問に思うことなど忌憚なく話し合える会であり、どなたでも参加できるオープンな
会であります。今年から年2回の開催予定ですが、ぜひご参加いただきたいと思います。

平成27年5月20日　日耳鼻総会 平成27年5月22日　日耳鼻総会

平成27年6月13日　清春会（東武ホテルレバント東京）

橘鏡会総会
2014年9月13日
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橘鏡会総会
2014年9月13日
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小此木研究会
2015年3月28日
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オリエンテーション
2015年4月11日
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オリエンテーション

医局説明会 2015年7月25日
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　昇進報告

就任のご挨拶

　この度、2015年（平成27年）4月1日付けで、伝統あ
る日本医科大学医学部、教授（耳鼻咽喉科学）を拝命し
ました。僭越ながら、この間大変お世話になって参りま
した橘鏡会の先生方に就任のご挨拶を申し上げます。
　思い返せば、東北地方太平洋沖地震の発生から間もな
い2011年4月に日本医科大学武蔵小杉病院に臨床教授と
して着任しました。3月11日以降の原発事故も含む深刻
な出来事は、鹿児島大学の耳鼻咽喉科の医局で聞いてい
ました。3月末、武蔵小杉に家族とともに移ってきまし
たが、発展著しい話題の街といった感じより、暗くてエスカレータも止まった駅、空
きスペースの多い棚がめだったコンビニなどが印象的でした。加えて、50歳を過ぎ
ての新天地でしたので、「期待と希望」と「やっていけるかといった不安」が相半ば
であったと思います。
　それからまる4年が過ぎ5年目に入りましたが、この間武蔵小杉病院の耳鼻咽喉科
をお預かりして今日に至っているのは、橘鏡会の先生方や大久保公裕大学院教授をは
じめとする医局の先生方など他多くの皆様に支えていただいているお蔭と心より感謝
しております。そして、この度、冒頭申し上げましたように、本年2月の選考委員会
でのプレゼンテーションと審査でご評価いただき、3月の大学院教授会でのプレゼン
テ―ション後の投票でも3分の2以上の賛成票をいただき、4月1日付けで日本医科大
学教授会のメンバーに加えていただくことになりました。大変有り難いことと感じて
いますが、一方で重大な責任があると考えており身の引き締まる思いです。
　今後は、今回の教授選考の際にもご支援いただいた大久保公裕大学院教授とともに
日本医大ならびに耳鼻咽喉科学教室の発展に微力ながら尽くしていきたいと思いま
す。ただ、ここで本来ですと職責上、教育、診療、研究についての具体的な抱負を述
べるべきところですが、それらを健全に行う前提としての日本医大の経営の問題があ
ります。数字などの詳細は避けますが、教授会や武蔵小杉病院の部長会などでお話し
を聞く限り、状況は極めて悪く、これが一般企業ですと経営陣の引責交代、さらには
倒産だの会社更生法の申請などといった言葉が飛び交う深刻な状況だと理解していま
す。一教授の就任の挨拶にこうした話題をとりあげることは不似合いな感じもします
が、私は、こうした深刻な事態そのもの、その結果当然影響をうける教育、診療、研
究の今後に対して、しっかりと当事者意識と責任感を持った言動を行っていきたいと
考えています。
　4病院の中で収支バランスの最も良いのは、武蔵小杉病院です。その中にあって耳

日本医科大学耳鼻咽喉科学  教授  松根 彰志（昭和 59 年卒）オリエンテーション

医局説明会 2015年7月25日
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　昇進報告

鼻咽喉科は、手術件数は3年半で約2倍、さらに収益も毎年10％～ 20％確実に上げて
います。ここにきて、財政的な理由で、武蔵小杉病院の新築を遅らせたらどうかなど
の話が出ているそうですが、それは全く逆の大間違いの議論です。最も収益上期待で
きるところにさっさと資金をかき集めてでも投資をして半年でも早く新病院をオープ
ンさせて頑張らせるというのがまともな経営判断だと思います。今の（見た目が）ボ
ロボロで癌放射線治療の再稼働のめども立てられない状態でも地域の支持を集め収益
を上げている病院をもっと美しく機能的にも再生すればどれだけの増収、増益になる
ことか。私には、最善の策を放棄しているようにしか思えません。ましてや、高く売
れるうちに武蔵小杉病院を丸ごと売却して（新病院は建てずに）借金の穴埋めに使う
などに至っては、日本医大の次世代を裏切る行為だと思います。
　こういう時だからこそ、耳鼻咽喉科としてのまともな診療と臨床・病態研究をしっ
かりやり、それを若い世代に見せる教育をして人材を育てたいと思います。先程経営
に関連したお話をしましたが、最後の砦は強くて賢い「人材」です。研究関連で、1
つ具体的なお話をしておきます。詳細は諸事情で申し上げられませんが、国立研究法
人開発法人日本医療研究開発機構（いわゆるAMED）や日本医大の知財センターと
もご相談しつつ、アレルギー性鼻炎の診断に関連したテーマや、難治性の副鼻腔炎の
治療に関連した新しい治療などの研究を進めていきたいと考えています。そのために
は、大きな時代の変化を認識し、NPOの活用、新しい産学連携の形といった推進基
盤の一新と整備も必要と考え実行に移しつつあります。
　私は、1960年代の高度経済成長期に小学生時代を過ごした世代です。今日より明
日はきっと素晴らしく、この国は右肩上がりに豊かになるはずだということを頭と胸
に叩き込まれました。日本医大や耳鼻咽喉科の未来がそうであることを信じて頑張り
たいと思います。できれば近い将来、横浜で日本鼻科学会総会を開催できればなどと
も願っています。どうか橘鏡会の皆様、何卒宜しくご支援お願い申し上げます。
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　昇進報告

昇進報告

　2014年10月1日付で耳鼻咽喉科学准教授を拝命しました。大学においては臨床以
外に学生の教育、研究を求められ、以前にもまして責任の大きさを感じています。
　私は、1991年日本医科大学、1995年に日本医科大学大学院を卒業しました。当時
は現在のような研修医制度は確立されておらず、大学卒業後、すぐに大学院へ入学す
ることができました。その後、付属病院、千葉北総病院、武蔵小杉病院そして多摩永
山病院を転々とし、現在は付属病院に勤務しています。
　その間、1998年から1999年にドイツケルン大学耳鼻咽喉科学教室、2011年から
2012年にドイツ・ケルンスポーツ大学基礎医学教室に留学する機会を得ました。学
位は電気刺激による耳鳴抑制をテーマに取得しましたが、結局、耳鳴は治らない？と
の結論に至りました。その後、Olaf Michel教授の許（図１）、ケルン大学で動物を使
い、フリーラジカルと内耳障害の研
究を行いました。特にシスプラチンに
よる内耳障害を軽減できることを証明
し、これは基礎医学を臨床に応用でき
ることを証明しました。これらの経験
が転機となり帰国後も研究を継続しま
した。ちなみに旅行と現地で生活する
ことは大違いで当初は苦労ばかりだっ
たことを覚えています。ビール以外は
食事がとにかくまずかったです。しか
し、帰国するころになると不思議なも
のでもっと生活したいと感じるように
なっていました。
　その後、技術の発展は目覚ましく、ケルン大学で学んだ知識のみでは最先端の研究
を行うことに壁を感じるようになりました。そこでケルンスポーツ大学へ再度留学し、
特に遺伝子に関係した技術を勉強してきました。現在のテーマは老化と難聴の遺伝子
レベルでの研究で、幸いにして本年度は科学研究費基研究C「老人性難聴とエピジェ
ネティクス-DNAメチル化とヒストン蛋白質修飾の解析」を取得することが出来まし
た。さらに大久保公裕教授の許可を得て昨年４月から臨床を行わず研究と教育に専念
し、本年4月から生化学教室（遺伝学）と共同研究を開始しました。このため、アル
バイトで総合相模更生病院へ行っており島田早苗先生とはよくお会いするのですが、
橘鏡会の先生方とはお会いする機会があまりなく申し訳なく思っています。本研究は
現在治療が不可能と考えられている老人性難聴の詳細を解明することで将来その予防

日本医科大学耳鼻咽喉科学  准教授  渡邊 健一（平成 3 年卒）

図1．本年７月新潟で行われた30th Polizer Society 　
　　　Meetingにおいて。
　　　右がOlaf Michel教授、左が私です。
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または治療を目指すものです。臨床を目指した基礎研究を継続して行うことで日本医
科大学耳鼻咽喉科学教室の特に耳科学のレベルを2位ではなく1位に上げ、貢献して
ゆきたいと考えています。橘鏡会の先生方におかれましても今後ともご指導、ご鞭撻
の程、宜しくお願い致します。 
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　昨年12月に図らずも、名誉ある日本医科大学耳鼻咽喉科学教室の一員となり、北
総での半年を経て、千駄木に異動しております。大変光栄なことと感じており、 大久
保公裕大学院教授をはじめとする皆様のご厚意を心より感謝申し上げます。
　4月の新人オリエンテーション、6月の清春会でも、少し申し上げましたが、この
場を借りまして簡単に自己紹介をさせていただきます。
　生まれは京都市、育ちは岐阜市です。祖父、父親共に岐阜駅近くおよび羽島市内で
二つの耳鼻咽喉科医院を開業しておりましたが、その診療を間近にみながら育ちまし
た。
　藤田保健衛生大学を卒業後、神経化学を専攻することを思い立ち、基礎にすすんだ
後、母校の耳鼻咽喉科学教室に入局しました。日耳鼻の宿題報告を目前に控えた岩田
重信教授の急逝をきっかけに、流浪の民のごとく、米国留学後、獨協医大（越谷）、
順天堂を経て、 ４つ目の大学である日本医大に奉職することとなりました。
　数年前偶然、保健衛生大学の脳外科の教授であった神野哲夫先生が書いておられる

「若き医師へのメッセージ」の一文を読む機会あり、以下に一節を引用させていただ
きます（神野先生は、最初母校で神経化学の基礎研究をおこない、その後保健衛生に
移って臨床家となっています）。
　「自分の特性は何であろうか。脳外科医のなかでもいろんなタイプがいる。管理職
に向いている人、手術ばかりしていた方が良い人、外来でおじいちゃん、おばあちゃ
んと楽しく会話しながら過ごす人、学問一辺倒の人、研究一筋の人、政治家になる人
などなどである。大体、天は二物を与えない、自分に与えられた天分の才を1.0とす
れば、他の才は0.1か0.2が普通である。しかし多くの人は自分の才に気がついていない。
特に若い人は知らない。良き師に出会っていると、的確にそれを指摘してくれる。師
とのめぐり合いは大切である。」
　その私自身、自分の特性をいまだつかみきっていないかもしれません。そのため不
勉強者でありながら、現在も魑魅魍魎が跋扈するといわれる大学に勤めているのでは
と最近悟っております。
　神経化学の夢を目指した頃は、From molecule to brainをモットーに、従来の電気
生理学実験では得られない、分子の動きから、脳の様々な高次機能のしくみを解明す
ることを目指して、先輩神経化学者とともにひたすら研究をおこなっていました。現
在は、From clinic to bench –and backの精神にのっとり、クリニックで患者さんか
ら教えていただいた生きた知見をテーマとして、 実験室にて基礎的な裏付けをおこな
い、その結果を再び臨床の現場に還元するような仕事に携わっていきたいと考えてお
ります。

三輪 正人（昭和 56 年卒）
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　多くの卓越した医学者･臨床家を輩出し、各界で主導的･中心的役割を担ってご活
躍されている諸先生の在籍する名門教室の末席に加わることができたこの機会をきっ
かけにして、皆様のご協力を頂きながら 、いましばらく未来の耳鼻咽喉科学の夢を
追いかけたいと願っておりますので、何卒ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

現存する実家の旧医院です。弟もやはり東京の
大学勤めで、神経化学を専攻し現在も基礎医学
講座に在籍しています。約10年前の父の死後、
廃院手続きを私がとりましたが、誰も住んでお
りません。
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　今年度、日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科に入局いたしました、鈴木宏隆と申します。
　2013年3月に日本医科大学を卒業し、日本医科大学武蔵小杉病院で2年間の初期臨
床研修をいたしました。
　出身は神奈川県横浜市で、公立小学校から都内の中高一貫校である私立海城中学・
高等学校へ進学しました。物心ついた頃よりサッカーをはじめ、小中高とサッカーに
明け暮れた日々を送っていました。そのせいもあってか、中高の成績は芳しくありま
せんでしたが、それでもいつしか目指していた医学部に進学したく、家族の協力（諦
めかもしれませんが）もあり、3年間の浪人生活を経て日本医科大学に進学することが
出来ました。大学在学中もやはりサッカー部に所属しましたが、成績はほどほどの位
置に居座ることが出来まして、今度は無事ストレートで医師国家試験に合格しました。
　身内に医療者はおらず、特に継ぐ科もないため、漠然と内科系よりも外科系の方が
性に合うという考えで、外科系を中心に初期臨床研修を行い、細かい手技や独り立ち
の早さ、内科系側面を持ち続けることが出来ることを考慮し、吟味を重ねた結果耳鼻
科を選びました。入局して４ヶ月が経ちますが、手術・病棟・外来・当直・外勤とい
う目まぐるしい生活に戸惑うばかりで、知識や技術、体力ですら全く追いついていま
せん。本当にタフな職業を選んでしまったと改めて実感している日々です。
　そんな毎日ですが、日々癒しを求めて家から病院までの30分を歩くようにしてい
ます。太陽の光を浴びて、白くなった体を少しでも健康的にする目的も兼ねています
が、主に近所に住んでいる犬の散歩を見るのが日課になっています。夫婦共々犬が大
好きで、休日にペットショップに出掛けては、無邪気に遊んでいる犬たちを見て目元
を緩ませているくらいです。現在の住居ではペットは飼えず、また家を空けることが
ほとんどであるため犬を飼うことは出来ませんが、ちょうど出勤時間と散歩時間帯と
が重なるため、ちょっとした癒しとの出会いを楽しみながらの通勤になっています。
　たいていの患者さんは不安を感じているからこそ来院されていると思います。
ちょっとした一言でも癒しを感じてもらえるような、そして信頼を得られるような心
配りを忘れずに、もっともっと知識や技術を学んでいきたいと思います。

鈴木 宏隆（平成 25 年卒）

２歳頃のサッカーの写真
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　この度、日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科に入局させていただきました佐藤一
樹と申します。私は2013年、日本医科大学を卒業後、沖縄県立南部医療センター・
こども医療センターで医師として初期研修を経てまいりました。沖縄県は土地柄上、
離島診療所で1人で診察を行える医者の育成が課題となっているため、ジェネラリス
トを掲げた総合内科医の育成に力を注いでいる環境です。また、沖縄県立南部医療セ
ンター・こども医療センターの特徴としては県内の先天性疾患や心疾患をもつ沖縄県
内のほぼすべてのこどもの生涯にわたるフォローを担っていることがあげられます。
さらに、救急受診者の約70%が小児であることからも小児診療に重点を置いている環
境であることがお分かり頂けると思います。
　初期研修医は1学年15人で北は北海道、南は沖縄県と全国からそれぞれが様々な思
いをもって研修を希望しておりました。初期、後期研修を経た後に総合内科医として
離島診療を希望する者や小児の先天性領域について追究していきたい者、あるいは沖
縄県の環境（海など）で生活してみたい者など様々でした。私も沖縄県での生活に興
味を持ち、研修を希望した1人でした。一方で耳鼻科診療に関してはあまり長期間に
わたって研修は行っておりませんでしたが15年以上にわたって耳鼻科に通院してお
り、親近感をもっていたとの理由で耳鼻科を専攻することを決意しました。また、外
科系診療科でありながら手術治療のみならず実際に病変を自分の目で見て評価した上
で処置を中心とする外来スタイルに惹かれました。さらに、幸いにも日本医大の耳鼻
咽喉科には私の母校である桐蔭学園高校の先輩方が多く在籍しており、日常診療のみ
ならずプライベートでも大変ご活躍されておられることを日々、うかがっております。
そして、そのような先輩方を目標とし日々精進してまいりたいと思っております。ま
た、食べ歩くことが好きな私ですが最近は自炊を始めてみましたので恐縮ですが初回
分を掲載させていただきたいと思います。
　以上をもちまして自己紹介とさせていただきます。今後とも先生方のご指導をいた
だけるよう、精進してまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

佐藤 一樹（平成 25 年卒）
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　平成27年度4月より日本医科大学耳鼻咽喉科に入局さ
せて頂いた、吉岡邦暁（よしおかくにあき）と申します。
　出身地は新潟県上越市で、戦国武将上杉謙信の御膝元
として有名な土地です。小中高校までは地元の国立小中
学校及び県立高校にて学び、高校卒業後に親元を離れて
聖マリアンナ医科大学で勉学に励みました。大学時代は
サッカー部に所属しておりました。入学時は関東医歯薬
獣医サッカーリーグの2部に所属しておりましたが、在
学中に１部昇格を経験することが出来ました。その中で戦うことが出来たのは私自身
の小さな誇りであり、日々の厳しい練習に耐えてチーム全員で結束し一つの目標に向
かった経験は今、医師として働く上でも大きな財産となっております。
　大学卒業後は聖マリアンナ医科大学の分院である横浜市西部病院にて初期臨床研修
を行いました。初期研修当初は他科を志しておりましたが、臨床を経験する中で内科
的な面と外科的な面の両側面があり幅広い選択肢のある耳鼻咽喉科の魅力を覚え、耳
鼻科医を志しました。入局に当たっては、橘鏡会会員であった祖父の吉岡英夫には幼
少期より敬愛の念を抱いたこと、また従兄弟にあたる増野聡先生が勤務する北総病院
に見学に伺った折に歴史と伝統がありながらもアットホームな雰囲気を感じたことか

ら、日本医科大学耳鼻咽喉科学教室への入局を志願いた
しました。
　現在は北総病院に勤務しております。同期とは離れて
おりふとした瞬間に寂しさを感じることもありますが、
諸先生方に手取り足取り熱意を持ってご指導いただき、
忙しくも学ぶことの多い充実した日々を送っています。
まだまだ未熟者ではございますが、一日でも早く医局に
貢献できるように日々努力を怠らず成長していきたいと
思っております。今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒宜し
くお願い申し上げます。

吉岡 邦暁（平成 25 年卒）
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　はじめまして、今年5月から研究生として入局させていただきました高原恵理子で
す。武蔵小杉病院で松根先生のご指導の元、毎週木曜に午前中は舌下免疫の専門外来、
午後は鼻粘膜上皮を用いた研究を行っております。
　出身は福島県の会津若松市です。中学高校とバレーボール部に所属し、勉強よりも
部活に熱心に取り組んだ学生時代でした。寒がりなので大学は行くなら福島県よりも
暖かいところが良いと、南の方へ大学を探すうちに関東は通り過ぎてしまい滋賀医科
大学に入学することになりました。関西は暖かいだろうと思っていたのは全くの間違
いで、滋賀県の北の方では大雪が降りスタッドレスタイヤはもちろん必需品でスキー
場もありますし、南の方でも比叡山から吹き下ろす風が琵琶湖を渡り、身を切るよう
な冷たい風が吹くという非常に寒い冬でした。大学時代はバスケットボール部に所属
しました。ここでもやはりみっちり6年間部活三昧という、勉強よりも部活中心の学
生生活を送りました。
　平成13年に卒業した後は滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座に入局し、大学病院や市
中病院で勤務しました。教授の専門が鼻アレルギーであることもあり、SCITの専門
外来や抗ヒスタミン薬の臨床研究などを担当しました。滋賀は田舎で大きな病院が多
くなく、大学病院の症例は単なる扁桃炎や急性中耳炎の鼓膜切開から、頭頸部の再建
手術や悪性リンパ腫のCHOPと多岐にわたり、多忙な勤務ではありましたが得られる
ものは大きく、医者としてかなり成長できたと思います。
　10年ほど滋賀での医療に携わっていましたが、違う地域での医療を経験したいと
思い一念発起し、平成22年に上京、東大医局に入局させていただき新宿区の国立国
際医療研究センター病院に勤務しました。ここでは部長の専門が音声・嚥下でしたの
で、ラリンゴマイクロ手術や嚥下造影検査など、今までそれほど多くなかった症例を
多数経験することができました。そこで2年ほど勤務した後、現在は法人に属し調布
で雇われ院長をしております。外来中心の毎日で、学位を取れなかったことが心残り
だったところに松根先生からお声かけいただき、このような機会をいただけたことに
感謝しております。武蔵小杉病院の先生方は
みなさんとても気さくで仲良くしてくれ、日々
の本業の合間の木曜日を大変楽しみに過ごし
ております。日本医大のみなさんから得るば
かりではなく、何か返せるように頑張りたい
と思いますのでどうぞよろしくお願いいたし
ます。

高原 恵理子（平成 13 年卒）

2011年5月 東松島での災害支援活動中、
救急車を運転しているところ
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　皆様、ご無沙汰しております。前回この近況報告を橘鏡
会会誌に掲載していただいたのは平成15年でしたので、今
回は12年ぶりの近況報告になります。12年前の近況報告で
書いた記述を読み返してみると光陰矢のごとしで我が事な
がら月日の流れを感じました。
　12年前に11歳と9歳だった息子たちは、日本医科大学6年
と埼玉医科大学4年に在学中で医師への道を歩み始めていま
す。長男はBSLなどで千駄木の付属病院や武蔵小杉病院で
大変お世話になりました。血は争えないようで日本医大で学ぶ長男はミッドナイトで
部活に励み学友会室で麻雀に明け暮れていたため学業は低迷していますが、お陰様で
4年次の授業で配属された研究室においてはカドニウム中毒に関する基礎研究を継続
し在学中にPLOSONEに論文を掲載できる幸運に恵まれている様です。
　小生の日常診療では、12年前には病床34の病院でしたが、昨今の医療事情を鑑み
て現在は19床の有床診療所に転換しています。入院診療の規模を縮小しましたので、
現在の入院治療は内視鏡下副鼻腔手術と耳科手術および睡眠時無呼吸症候群の診断と
治療に特化しています。したがって最近では月に5，6例の全麻手術を一泊入院で行
うことが大半となったため術後出血や急変が殆どなくなり、以前と較べるとかなり負
担が軽くなりましたし、こうして一泊入院に特化したことで人材確保の苦労も減り経
営的にも楽になっています。
　前回の記事の頃は睡眠時無呼吸症候群に対する終夜睡眠ポリソムノグラフ検査を始
めて1年目前後だったため検査総数155例でしたが、その後も睡眠時無呼吸の検査・
治療への取り組みを続けた結果、総検査件数が2,500例を超え現在継続中の経鼻的
CPAP治療症例も150例に達しました。また、週に半日ずつ長崎大学耳鼻科から外来
診療に来て頂いており、外来、入院ともに長崎大学耳鼻咽喉科学教室の多大なご助力
により大過なく診療を続けることができています。
　私自身も57歳になり身の回りでは日常診療以外でも様々な雑務が増えて忙しくし
ています。県耳鼻科医会の学校保健担当、長崎市耳鼻咽喉科医会会長、社会保険の審
査委員などを拝命していますが、何とか息子たちが卒業するまではと思い、与えてい
ただいた仕事に励んでいます。
　といった具合で、相変わらずその場しのぎの日々を過ごしておりますが、長崎では
世界産業遺産に軍艦島が入りましたし観光地ハウステンボスも復調していますので、
みなさん、もし長崎にお越しになる機会がありましたら、ぜひご一報ください。

共立耳鼻咽喉科（長崎市）   山野辺 滋晴（昭和 57 年卒）



〈 20 〉 日本医科大学耳鼻咽喉科学教室

　会員からの近況報告

会員からの近況報告：自律神経を甘やかし過ぎたか‥‥

　私は開業14年目になった。当初から漢方医学を学び始め、現在は漢方内科も標榜する
ようになった。週1回は東邦大学大森病院東洋医学科にお世話になり、外来診察を拝見し
ながらディスカッションをしている。本年11月の日本東洋医学会関東甲信越部会に久し
振りに演題を申し込んだところだ。
　漢方薬への興味が東洋医学全般に広がり、昨年からは患者さんに月１度ではあるが、気
功を教えるようになった。自分の気功の師匠も中国人を含めてこれまで5人を数え、今も
3人から大なり小なり教えを乞うている。本当に身体感覚が研ぎ澄まされてくると、何を
食べても健康を害さないようになると聞いているが、残念ながらまだその域には達してお
らず、むしろ身体への害が気になり口にすることのできないものが増えているのが現状で
ある。数少ない飲み会は、月1回は幹事を務めている山梨中医学研究会の人たちと甲府の
店で飲む。あとは合気の稽古仲間と共に飲むのだがそれもまた楽しい。合気柔術の稽古は
昨年4月から行っている。この3月までは月4回以上の稽古をこなし、3月に初回の審査に
も合格した。
　漢方医学、気功、合気柔術、全てが体感として、さらに知識として三位一体を成し、自
分の生活と身体を盤石に支えていた。身体を整えることに絶対の自信を持っていたこの数
年だが、あるものの登場により少し陰りが見えてきた。英語である。英語には毎日１時間
以上時間を割かれるので、気功も合気もどこかおろそかになってしまう。しかもいつから
か入浴時に冷水を浴びる習慣までなんとなく失い、エアコンの中にばかりいたので自律神
経を甘やかし過ぎたのだろう。先日とうとう身体が悲鳴を上げた。胃腸機能が全て停止し
たのだ。急停止したのがハッキリと体感で感じられた。
　食事もできず、ほとんど水も飲めない。便もでなければ、尿も濃くなった。某大学病院
の救急外来を初めて受診したが、胆石だろうと点滴だけで帰された。翌日の休日診療は死
ぬ気で頑張った。その後2日間はほとんど寝ていた。信頼する内科のI先生に診てもらうと、
これはウイルス感染で麻痺性イレウスと同じ病態だと説明された。私はそんなことが起き
るまで免疫が落ち、身体がおかしくなっていたのかと愕然とした。I 先生はプリンペラン
を何故か点滴された。これがとても功を奏して驚いた。問うと、プリンペランは蠕動を助
けないが胃腸内圧を減圧するのだとのこと。その後はガスモチン、ガスコン、プリンペラ
ンを飲んでいる。その後2日で食事量は普段の半分くらいに回復し、歩く振動で痛かった
お腹の違和感も今はほとんどなく、元気も8割くらいになっている。英語は2日間だけ休
んでまた再開し、1か月間の洋書マラソンというイベントに突入した（大丈夫か？）。
　さて8月1日は自分の主催する気功教室だ。患者さんはこんな人に気功を習っていたの
かとショックかもしれないが、この経験談は話してみようと思う。あと数日なので、身体
もこの調子なら何とか整えてその日を迎えられるだろう。

陣内耳鼻咽喉科クリニック（渋谷区）   陣内　賢（平成 3 年卒）
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会員からの近況報告

　平成22年8月に横浜市都筑区に開業しました。妻と二人で診療を行い、はやいもの
で5年が経ちました。都筑区は妻の生まれた場所の近くで親近感があり、緑も多く、
娘たちを育てるにも良い環境と思い、ここで開業したいなと思ったのが最初のきっか
けでした。
　こだわったのはあまり病院を感じさせない内装と、将来補聴器外来にも力を入れた
いと思い適合検査もできる大きな聴力検査室です。壁は漆喰で天然の鉱物でオレンジ
や青色の色をつけ有機的なものにしています。
　都筑区の平均年齢は40.1歳で横浜18区の中で一番若い区です。町を歩いていても
若いお父さん、お母さんばかりで、外来にくる患者さんもほとんどが小児です。妊娠
中にお母さんが受診され、お子さんが生まれたら「この子も診てください」と来院さ
れる方も多く、少子高齢化といわれるなか幸せな外来なのかなと思っております。現
在は15歳以下の人口もピークを迎え、以前よりご高齢の方も増えてきたという印象
があります。
　開業1年後に医師会にも入会しました。都筑区医師会は今年で設立20年目ですが
120件近くある診療所の中で世代交代をした診療所は3件くらいで、新規で開業され
た先生が多く、和気あいあいとした楽しい医師会です。花粉症の眼症状の対応なども
直接眼科の先生に相談できたりと開業してからも他科の先生とお話できるのは医師会
の強みです。勉強会で膠原病、偽痛風、成人のヒトパルポウィルスB19感染症など普
段聞かないような話が聞けるのも魅力です。今年から理事に加えて頂き広報の仕事を
していますが、横浜市医師会で他の区の先生方ともお話をする機会を得て、ここでも
今までの人生にはない世界の広がりを体験しています。
　妻は一つのところにじっとしていられない性質なので、往診も行っています。
　近隣の老人施設から相談を受けたのが往診の始まりでした。その後は他の施設から
も問い合わせが来るようになり、ほとんどの患者さんが耳垢栓塞ですが、今では5-6
施設を回っています。個人宅に伺うこともあります。
　開業して気づいたことは、めまいに苦しんでいる方が思いのほか多いということで
す。めまいで悩んでいるがどこにいってよいのかわからないと、妻がめまい相談医と
なってからは遠方からもいらっしゃいます。妻はとても感謝されています。スギの舌
下療法も少人数ながらはじめておりますが自信をもって治療にあたることができ、ご
指導を頂いた諸先生方にあらためて感謝する毎日です。
　はじめは都筑区だけでも11件耳鼻科があり、特に働いたことも住んだこともない
場所で行く先不安な状況で始めましたが、開業当時、橘鏡会の先生方にいろいろとご
助言を頂けたことは強い精神的な支えとなりました。誌面を借りて御礼申し上げます。

（横浜市）   福元　晃（平成 10 年卒）
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　医師会のある先生が、患者さんにとって何でも話しやすい医者がかかりつけ医で、
科はあまり関係ないとおっしゃていましたが、今後はそのような何でも相談してもら
えるかかりつけ医になっていきたいと思っています。
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付属病院 医局長  稲井 俊太（平成 11 年卒）

各付属病院の近況

　スタッフは常勤医師11名（専修医2名含む）、非常勤医師6名、大学院生1名、言語
聴覚士2名、秘書1名、研究助手1名です。今年4月に鈴木先生が入局し、7月に長谷
川先生が千葉北総病院に、三輪先生が本院に異動しました。
　昨年8月に新病院が開院後、11月に病棟処置室が旧B6病棟の658病室に移転しまし
た。旧A・B棟はすでに解体され、現在は後期工事が開始しています。後期工事の完
成は平成29年秋頃で、外観や駐車場の整備が完成するのは平成31年秋頃の予定です。
新病院の外来では全ブースにハイビジョンの電子ファイバースコープが標準装備さ
れ、頭頸部診察時に詳細な観察ができるようになり、大変重宝しています。新たに頭
頸部癌治療に欠かせない口腔ケアを担う口腔科が開設され、手術や化学療法や放射線
治療前後の診療が可能となりました。また、患者支援センターの開設で長期入院患者
の退院や転院の支援により、入院期間の短縮が図れるようになりました。
　外来初診では水曜日の粉川先生、第3木曜日の森園先生にお手伝い頂いており、再
診では月曜日の小林先生、火曜日の杢野先生、水曜日の藤倉先生（医学教育センター：
副センター長）、白坂先生にご協力頂いており、非常勤の先生方にはこの場を借りて
厚くお礼申し上げます。
　病棟業務は主治医制で、主に6名の医師が平均30名の入院患者の診療に当たってい
ます。入院患者の約3割が耳鼻咽喉科疾患で、残りの7割が頭頸部腫瘍の患者で構成
されています。病棟担当医師が昨年より増えましたが、外来、病棟、手術、当直といっ
た業務をスムースに行うにはまだマンパワーが不足しています。昨年7月から今年7
月までは准教授の先生方に月1回の当直をお願いし、期間限定で武蔵小杉病院や千葉
北総病院の先生方に日当直を手伝って頂きました。
　今後、新入医局員を増やすことが重要課題の一つと考えており、今年は7月25日に
医局説明会を行い、専修医1名、研修医4名、医学部6年生1名の計6名が参加しました。
1人でも多くの先生に入局して貰えるように引き続き積極的に勧誘活動をしていきた
いと思います。
　学生教育については主に学生講義、少人数学習（SGL）、病院実習（BSL）、試験問
題作成、客観的臨床能力試験（OSCE）の試験官を担当しています。BSLは昨年同様
に付属病院と武蔵小杉病院で学生の半分ずつを担当しています。最近は可能な限り手
術では手洗いを行い、臨床に参加できるように配慮しています。
　研究は臨床研究が主体であり、主に耳科学、鼻科学や頭頸部腫瘍に関する学会発表、
論文発表を行っています。今後はさらに学会発表を増やし、より多くの論文発表がで
きるように努力していきたいと考えています。
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武蔵小杉病院 医局長  関根 久遠（平成 15 年卒）

　武蔵小杉病院は松根部長体制になり5年目を迎えております。現在、部長･教授：松
根彰志、医長･助教：山口智、医局長･病院講師：関根久遠、助教：石田麻里子、吉
岡友真、専修医：佐藤一樹、大学院生：若山望の計7人の常勤医と、非常勤医師：相
田瑞恵 (週1回外来)で診療を行っております。
　昨年度まで外来診療にご尽力いただいた木村先生が退職され、その存在の大きさに
改めて気づかされました。新人医師の3分の1が女性であり、今後女性医師が子育て
しながらも働ける環境を作ることは、非常に重要で対策を考える必要があります。
　山口は、当院で嚥下、音声の診察を始めて3年目となり、昨年度1年間の嚥下透視
件数は167件と増加し、現在、看護師による摂食機能療法の算定が行える体制づくり
を進めています。当院で研修をスタートした石田は子育てしながらの研修を終え、今
年専門医試験を受験するに至りました。頭頸部癌領域については千駄木で研修を行う
必要があるなど不十分な部分もありますが、今後の研修医の先生に幅広い選択肢を示
すことができたと思います。吉岡は昨年度9か月の千駄木研修を行い頭頸部癌診療に
触れ、めまいや耳科、鼻科手術等についても勉強させていただき、4月からは助教と
して活躍しています。大学院生の若山は、実験も佳境に入り、昨年は国際学会・研究
会含め6本の演題を出しており非常に忙しい中、4月から9月まで臨床援助のため千
駄木に行っておりました。10月からは当院にて論文作成を行いつつ、鼻科手術を中
心に診療のお手伝いをお願いしています。
　診療体制の充実により手術件数も増加傾向にあり、平成26年度の売上は平成25年
度比110%と4年連続の増収で経過しています。鼻科手術は松根、若山が主に担当し
若手医師の教育を行い、耳科手術については青木先生に加えて、昨年9月から相原先

　最後に橘鏡会の諸先生方には日頃より温かいご支援やご助言を賜り、さらに多くの
患者さんをご紹介頂き、大変感謝しております。今後も先生方のご期待に応えるべく、
なお一層努力をしていきたいと考えておりますので、引き続きご指導ご鞭撻の程、何
卒よろしくお願い申し上げます。
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多摩永山病院 医局長  斎藤 明彦（平成 8 年卒）

　多摩永山病院は後藤部長の体制になり三年目を迎えました。
　人事としては平成26年12月に斉藤亜希子先生が産休に入られたため、数年前には
5人はいた常勤医が一時的に後藤部長と私の男2人だけの平均年齢の高い医局となっ
てしまいましたが、今年1月に北総病院から若手の吉野綾穂先生が多摩永山病院に異
動になり、何とか常勤3人体制にまでは戻りました。後藤部長や私に比べれば非常に
若い吉野先生は外来・手術にと非常に頑張っております。また今年は専門医試験の受
験の年でもあり、試験勉強も一生懸命しております。
　現在外来は月曜日から土曜日まで午前中の一般外来の他に、火曜日午前に一般外来
に並行して補聴器外来、火曜日午後に後藤部長がアレルギー外来を、金曜日午後に補
聴器外来をおこなっています。昨年認可されたスギ舌下免疫療法も開始しています。
また前部長の富山俊一先生が内耳自己免疫病患者さんのフォローアップや治療のため
に月一回第一水曜日午後に診察に来て頂いております。
　永山病院耳鼻科では水曜日と金曜日を手術日とし、鼻手術を後藤部長および吉野先
生が担当し、私と吉野先生が扁桃摘出術・ラリンゴマイクロ・頭頸部手術などを担当
しています。永山病院ではしばらく鼓室形成術などの中耳手術はおこなっていなかっ
たのですが、昨年11月より松延毅医師（新東京病院耳鼻咽喉科部長、慶應義塾大学
非常勤講師、防衛医科大学非常勤講師兼任）に来て頂き、平均月1件程度の中耳手術
を開始しております。
　病院全体として、2年前より看護師不足で病棟を一つ閉鎖して400→350床になっ

生にもご来院いただき、御指導いただきながら関根が担当しております。今後はアブ
ミ骨手術にも対応いたします。頸部良性疾患は主に関根、音声外科手術は山口が担当
して居ります。吉岡、佐藤には各種手術に入り専門医に向けた勉強をしていただいて
おります。
　5年生の BSLは、引き続き千駄木と武蔵小杉の2病院で同数ずつ担当し、千駄木に
比して専門的な知識を持ったスタッフが少なく学生たちに十分な指導が行えているか
不安ではありますが、連携教授の大塚先生、非常勤講師の鶴窪先生、山口先生にお手
伝いいただき医局員一同全力で学生指導に当たっています。さらに10月からは昭和
大学耳鼻咽喉科を経て武蔵小杉にてこすぎ耳鼻咽喉科を開院された金井憲一先生も新
たに非常勤講師に就任され、BSLの指導にご協力いただく予定です。
　武蔵小杉地区においては2020年の新病院完成が告知されておりますが、法人の収
益性悪化に伴い先行きは不透明です。しかし、新病院で十分な診療体制を確立するた
めにも、耳鼻咽喉科医局員一丸となって頑張ってまいりたいと思います。今後ともご
指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
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ていましたが、今年は新人看護師の入職が多かったので、うまくいけば秋頃には閉鎖
していた病棟を再開できるかもしれないという話が出ています。また今まで永山病院
の常勤医のいる内科は循環器内科と呼吸器内科だけで血液内科は週1日だけでしたが、
血液内科と腎臓内科の常勤医が赴任されました。おかげで悪性リンパ腫の患者さんへ
の対応もスムーズにおこなえる様
になり、腎臓内科からはIgA腎症
の扁桃摘出の依頼も来るようにな
りました。
　今後も少ない永山の耳鼻科医局
員一同力を合わせ頑張って行きた
いと思いますので、橘鏡会の先生
方の御指導、御鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。

千葉北総病院 医局長  小町 太郎（平成 14 年卒）

　千葉北総病院は、平成27年2月より院長が交代され、第5代院長として循環器内科
の清野精彦院長のもと開院21周年を迎えました。
　この１年間を振り返ってみますと、異動の連続でした。昨年報告させていただいた
通り、平成26年6月に増野医員が付属病院から異動され増員しました。当時は、副院
長である馬場俊吉部長、増野聡医員、私、吉野綾穂医員、原口美穂子医員の5人体制
でしたが、原口美穂子医員が妊娠、切迫による入院管理のため10月から臨床を離れ
ました。
　そして、順天堂医院を退職された三輪正人先生を大久保教授がスカウトされ、12
月から千葉北総病院の臨床教授として赴任いただきました。一方、外来治療や手術(特
に私と一緒に鼻手術)に熱心に取り組み、中溝先生、横島先生のご指導のもと雑誌の
表紙を飾るような論文を書き上げるほど精力的であった吉野医員が、平成27年1月か
ら多摩永山病院へ異動となってしまったのは、千葉北総病院にとって大きな痛手でし
た。
　吉野医員、原口医員という若いパワーを失った後は、外来患者数や手術件数など衰
退の一途をたどっておりますが、そんな中、原口医員が3月に無事に出産されたこと
は吉報でした。今年度の専門医試験に向けて、子育てとともに勉強も奮闘していると
の噂を耳にしております。この会誌が発行される頃には、原口医員、吉野医員たちの
専門医合格通知が来ていることを願っております。
　また、この4月から、増野医員の従兄弟の吉岡邦暁先生が、専修医として入局して
くれたことは本当にありがたいことでした。主に増野医員の指導のもと、外来問診や
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入院受け持ち、アデノイド切除、扁摘といった手術にまず取り組んでくれています。
知識や技術はもちろんまだまだ発展途上ですが、患者さんとコミュニケーションを
とって、信頼関係を築くのは上手な様子で、担当している患者以外の患者にも気配り
のできる点も優れていると思います。また、新しい車を乗り回して田舎ライフを満喫
してくれているのも微笑ましいことです。今後の活躍に、医局員一同期待しておりま
す。
　そして、直近の異動としては、臨床教授の交代という大きなものでした。付属病院
に昨年赴任された長谷川賢作臨床教授と、三輪臨床教授が7月から交代しております。
6月現在の馬場部長、三輪臨床教授、増野医員、私、吉岡専修医の体制（写真）から、
7月以降、馬場部長、長谷川臨床教授、増野医員、私、吉岡専修医の体制に変わります。
ただ、この異動だけは、臨床教授の交代という千葉北総病院の庶務課でも前例のない
ことであったらしく、認可されるまで時間を要しました。北総病院内で手続きが正式
に始まったのは、6月25日と異動の直前で、それまでは手続きはもちろん、外来での
患者への正式な知らせも禁止されてしまい、医局員および外来スタッフが振り回され
てしまいました。
　今後は、耳科手術を専門にされている馬場部長と長谷川臨床教授が揃うことで、耳
科手術により特化することが期待されます。私が主に行っている鼻手術は、一般的な
手術以外に、付属病院の細矢医員率いる鼻手術グループと連携したり、脳外科との共
同手術に携わらせてもらったり、貴重な経験を活かしてスキルアップを目指していき
たいと思います。扁摘、アデノイド切除は、前述しました通り、増野医員が吉岡専修
医に指導しながらほぼ全例一手に引き受けてくださっております。麻酔科からは、最
近は手術件数を(時間内に終われば)制限しなくて良いと言っていただいておりますの
で、技術向上に伴って質も件数も増やして元の水準に戻せればと考えております。
　最近は異動が頻回で、数ヶ月先の体制も予想できない不安定な状態ではありますが、
どのような体制になっても変わらず毎月ご援助いただいている小坂和己先生、島田健
一先生には大変感謝しております。
　今後も、橘鏡会の先生方のご指導、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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千駄木耳鼻咽喉科セミナー 稲井 俊太（平成 11 年卒）

地域連携研究会

　本セミナーは付属病院によくご紹介を頂いている先生方と親睦を深める目的で昨年
から始まった病診連携の会です。主催は鳥居薬品工業株式会社が行っており、昨年
11月27日に第1回のセミナーを開催し、村上亮介先生が「アレルギー性鼻炎に対す
る舌下免疫療法」、横島一彦先生が「耳下腺腫瘍に対する手術」について講演しました。
今年は11月19日に開催する予定です。魅力的な講演内容を用意致しますので皆様是
非ご参加下さい。
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武蔵小杉耳鼻咽喉科セミナー 関根 久遠（平成 15 年卒）

　武蔵小杉耳鼻咽喉科セミナーは、松根教授が部長に就任した半年後の2012年1月に、
周辺の耳鼻咽喉科の先生方との連携を深める目的で始まりました。初回は、鹿児島大
学医学部耳鼻咽喉科教授の黒野祐一先生をお招きし、扁桃周囲膿瘍の膿瘍扁摘につい
てお話しいただきました。当院ではあまり行っておらず非常に興味深いお話でした。
その後も第一線の先生方のお話を拝聴し勉強させていただいております。病診連携の
強化により本年度は40％代の紹介率を維持できるようになりました。今後も継続し
てまいりたいと考えておりますので、引き続きご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいた
します。
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平成26年度 日本医科大学付属4病院の外来診療・手術実績

外来患者数 入院患者数

付　属　 武蔵小杉 多摩永山 千葉北総 付　属　 武蔵小杉 多摩永山 千葉北総

平成 26 年   4 月 2,394 1,296 977 1,582 56 30 14 28

　5 月 2,377 1,310 914 1,475 56 21 9 41

　6 月 2,331 1,163 944 1,572 57 22 13 40

　7 月 2,479 1,319 995 1,625 69 29 12 54

　8 月 2,221 1,274 916 1,597 77 40 18 41

　9 月 2,501 1,175 878 1,511 62 31 10 49

　10 月 2,531 1,271 991 1,535 77 20 7 39

　11 月 2,363 1,150 764 1,396 43 22 8 31

　12 月 2,477 1,246 856 1,513 59 26 11 29

平成 27 年   1 月 2,300 1,106 840 1,354 57 24 15 31

　2 月 2,236 1,301 818 1,490 48 22 10 31

　3 月 2,598 1,508 1,006 1,618 82 31 15 33

合計 28,808 15,119 10,899 16,650 743 318 142 447

外来診療実績
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手　術　名 付属 武蔵小杉 多摩永山 千葉北総

耳科手術

鼓室形成術 26 11 2 45
鼓膜形成術 4 2 0 1
顔面神経減荷術 0 0 0 2
アブミ骨手術 1 0 0 2
外リンパ瘻手術 1 0 0 0
内リンパ囊開放術 0 0 0 0
聴神経腫瘍手術 0 0 0 0
人工内耳埋め込み術 0 0 0 0
先天性痔瘻孔等小手術 7 6 0 5
鼓膜チューブ留置術 46 7 4 2
その他 6 2 0 0

小　計 85 28 6 57

鼻科手術

内視鏡下鼻副鼻腔手術 102 63 22 83
鼻中隔矯正術・下甲介切除術 98 72 15 43
顔面骨骨折整復術 13 1 1 0
その他 25 20 0 2

小　計 238 156 38 128

口腔・咽喉頭手術

口蓋扁桃摘出術 69 57 35 77
アデノイド切除術 9 25 18 43
咽頭形成術 0 5 0 0
唾石手術 17 3 4 2
舌下腺手術 1 2 0 0
咽頭微細手術（含生検） 31 17 5 13
発声・嚥下機能改善手術 0 27 0 0
咽頭・気管狭窄 0 0 0 0
気管支直達鏡 0 0 0 0
その他 5 4 0 0

小　計 132 140 62 135

良性腫瘍等

顔面頸部皮膚腫瘍 7 1 0 0
口腔・咽喉頭腫瘍 18 6 1 0
唾液腺腫瘍 50 8 1 4
鼻・副鼻腔腫瘍（含内視鏡手術） 15 5 2 2
頸部腫瘍 1 0 0 2
甲状腺腫瘍 6 0 0 0
頸部腫瘤（先天性嚢胞等） 15 3 5 2
頸部膿瘍（切開排膿） 4 1 0 2
気管切開 29 2 1 7
リンパ節生検 50 1 10 12
その他 5 2 1 2

小　計 200 29 21 33

頭頸部癌

聴器 1 0 0 0
鼻・副鼻腔 1 0 0 0
口腔・中咽頭 20 0 0 0
喉頭・下咽頭 25 0 0 0
甲状腺 5 0 0 0
唾液腺 9 0 0 0
頸部郭清術のみ 9 0 0 0
救済手術・瘻孔閉鎖など 2 0 0 0
その他 4 0 0 0

小　計 76 0 0 0
合　計 731 353 127 353

手術実績
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神尾記念病院   院長  神尾 友信（平成 5 年卒）

関連病院近況

　神尾記念病院は私の曽祖父が1911年
に創業した耳鼻咽喉科の専門病院です。
創業以降、数度の移転はありましたが
一貫して東京･神田の地で診療を続け、
現在地である神田淡路町（JR御茶ノ水
駅から徒歩5分）に移転して27年にな
ります。
　外来は1日平均の患者総数が約360名、
そのうち新患は平均約60名です。特に
新患は1日に80名から100名弱が受診される日もあります。これも付属の各病院や橘
鏡会の先生方をはじめ、ご紹介してくださる先生方のお蔭であると感謝の念に堪えま
せん。
　しかしながら、患者さんの増加に伴う待ち時間と待合室のスペースの対策が喫緊の
課題となってきています。これに対応するため、病院の別棟である南館に診察室を2室、
オージオメーターを1台増設しました。これらを上手く活用することで、効率の良い
診療に繋げたいと考えています。
　手術は耳科、鼻科、咽喉頭を中心に行っているほか、耳下腺･顎下腺腫瘍などの頭
頸部外科手術を羽田達正先生（S57年卒）と中溝宗永先生（S59年卒）に、耳瘻孔、
鼻骨骨折、顔面神経麻痺などの形成外科手術を佐久間文子先生（S57年卒）にそれぞ
れお願いしています。全身麻酔下の手術症例数は年間約950例で、特に注力している
のが耳科手術と内視鏡下副鼻腔手術です。平成26年度の鼓室形成術やアブミ骨手術
などの耳科手術は約180耳、内視鏡下副鼻腔手術は約230例、380側で、難症例の耳
科手術に於いては、相原康孝先生（S60年卒）にご指導を頂いています。
　常勤医は10名（育児中の時短勤務を含む）で、男性7名、女性3名、年齢は30 ～
40代の働き盛りが中心です。医局内のトピックスとしては先ず、本年4月に常勤とし
て三浦康士郎先生（H20年 九州大卒）が入職されたことが挙げられます。三浦先生
は耳科手術を中心に、自身の技術の向上に励みたいとして転職されましたので、今後
に期待しています。また、昨年末から今春にかけて、昭和大学江東豊洲病院 耳鼻咽
喉科診療科長の比野平恭之先生と前 虎の門病院 耳鼻咽喉科部長の熊川孝三先生が非
常勤として入職され、それぞれ週1回の勤務日に外来診察と手術を担当されています。
こうした先生方の入職が医局員のレベルアップや自己研鑽の気持ちに繋がることを
願っています。
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総合相模更生病院　創立 70 周年を迎えて 島田 早苗（昭和 38 年卒）

　日本医科大学退職後（平成14年3月）直ちに当院に赴任し、現在に至ります。
　当院は、昭和20年11月1日、相模陸軍造兵廠内にあった相模病院の財産の一部を
継承し、終戦時の混乱の中、援護の措置を要する人達の医療、健康の向上を図るため
現在地に開設し、昭和21年5月に財団法人相模更生会となりました。
　昭和55年に総合病院となり、いつの年代より日本医科大学の派遣病院となったか
は定かではありませんが、各科の先生方、耳鼻咽喉科の諸先輩方も列外で無く就任さ
れていたのを記憶しています。
　私も就任後早いもので13年目になります。時の流れに身を任せの歌の文句ではあ
りませんが、さて、この13年間何をしてきたのだろう、と考えてみました。手術件
数を記録してある平成17 ～ 26年（10年間）を抜粋検索してみました。

　【概要】
　　（人事）　 常勤：島田早苗
　　　　　 非常勤：大学医師交替
　平成26年度の耳鼻咽喉科は常勤1名、非常勤3名で診療を行いました。診療体制は
次の通りです。

　今後の短期的な展望としては、今秋～今冬を目途に補聴器外来の体制整備を行い、
院内で補聴器のトータルケアができる環境を作る予定でいます。
　中長期的な展望としては人工内耳手術の開始があります。同手術は私の父 友和（昭
和40年卒）が日本医大の助教授であった昭和55年に日本で初めて行ったものですの
で、一方ならぬ思い入れがあります。これを当院の理事をお願いしている東京医療セ
ンター 耳鼻咽喉科の加我君孝先生や前述の熊川先生のお力をお借りして、数年のう
ちに手術からリハビリテーションまでを行う体制を整えたいと考えています。
　最後になりますが、今後も付属病院、橘鏡会の先生方との繋がりを大切に、良質な
医療の提供を続けて行く所存ですので、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げ
ます。

診療時間 月 火 水 木 金 土
   9：00 ～
　  12：00

島田
大学医師

島田 島田 手術
島田

大学医師
島田

大学医師

 14：00 ～
　  16：30

島田
大学医師

禁煙外来
嗄声外来

島田
新患
再来

島田
大学医師
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　【平成26年度症例統計】
　　（外来）　　　　 初診 5,050名 再診 19,551名
　　　　　 外来患者総数 24,601名 1日平均 84.3名
　　（入院）入院総患者数 859名

　【追記】
　良く言ったもので、光陰矢の如し、時の流れを止める事は出来ません。私は赴任後
一度も大病せず、病院を休んだ事はありません。手がふるえ、周囲が見えなくなった
時は、潔く医療から引退するつもりです。

手術件数　平成 17 ～ 26 年度（10 年間）
術式名 件数 術式名 件数

口蓋扁桃、アデノイド 480 鼻出血（ベロックタンポン含む） 121
鼻内副鼻腔手術（術後性頬部嚢胞含む） 534 先天性耳瘻管摘出術 31
アデノイド切除術、チュービング 240 喉頭蓋嚢腫摘出術 52

喉頭ポリープ切除術 87 顎下腺摘出術（唾石含む） 23
喉頭ポリープ切除術（悪性） 5 耳下腺腫瘍摘出術 20
鼻中隔矯正術、下甲介切除 382 頚部腫瘍摘出術（悪性含む） 32
鼓室形成術、乳突洞削開 121 鼓膜切開術、チュービング 30

口唇嚢腫摘出術 10 その他（外来手術含む） 160
計 2,328

病院外観写真
JR横浜線　相模原駅より徒歩1分
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花と森の東京病院 鈴木 香代（平成 4 年卒）

　当院は平成25年4月の開院から2年経ちました。この間に増床、回復期リハビリ病
床の開設が行われ、現在190床となりました。また診療科も皮膚科、形成外科、泌尿
器科がそれぞれ週2回の外来日を設け、日本医大からの非常勤医師による診察が行わ
れるようになりました。
　回復期リハビリ病棟開設に伴い医局の工事、移動が行われました。当初印刷局病院
の医局は医師１人に１個室という贅沢な造りだったのですが、１つのオープンなス
ペースになりました。これにより他科の医師との距離が縮まって科を超えて一人の患
者さんの状態を把握しやすくなったという実感はあります。
この他現在も数か所の改築工事が行われています。
　このように大きく変化を遂げている病院にあって、当耳鼻咽喉科も地味ながら種々
の変更、改変を行っています。当初看護助手に行ってもらっていた聴力検査を臨床検
査技師、言語聴覚士に行ってもらうようにしました。とはいっても皆聴力検査の経験
がなかったため、これを習得してもらいました。
　また、フレンツェルの眼鏡しかありませんでしたが何とかCCDカメラの購入を認
められました。ほぼすべての医療機器が10年以上前の印刷局病院時代のものである
にも関わらず、購入を認められたのは2年間でこの1点だけという厳しい状況です。
　そして、要望があり、入院患者さんの嚥下内視鏡検査を言語聴覚士と協力して行う
ようになりました。私にとってはこれまで経験のなかった検査です。当院は高齢の入
院患者さんが非常に多いため苦労も多いですが、言語聴覚士の熱心さに絆されて、外
来診療の合間に時間を作って行っています。勉強になることが多いですが、日本の超
高齢化の問題を改めてつきつけられるようで日々難しい判断に迫られています。

　そして、徐々に当耳鼻咽喉科が周辺住民に周知され、また北区耳鼻咽喉科医会の先
生方のご協力と、土曜日に外来診療に来てくださったり、必要な患者さんをいつも快
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博慈会記念総合病院 杢野 恵理子（平成 5 年卒）

　現在当院の耳鼻咽喉科は月曜から土曜まで毎日外来診療を行っており、火曜は日本
医科大学付属病院の先生方（6月迄は長谷川賢作先生、7月からは三輪正人先生）、金
曜は癌研究会有明病院の瀬戸陽先生に担当して頂き、それ以外の日を私が担当してい
ます。外来診療の他、急性疾患（突発性難聴や急性扁桃炎など）の入院治療も行って
おり、手術適応症例や悪性疾患症例は主に付属病院に紹介させて頂いています。1日
の平均外来受診者数は35名、入院患者数は2名程度です。
　私が博慈会記念総合病院に常勤として勤務してちょうど1年が経ちました（6月末
現在）。卒後年数だけは長いため、耳鼻咽喉科部長（部下ゼロ）という役職で入職し
ました。その後、外来患者数は徐々に増え、少ないながらも入院患者を診るようになり、
病院の会議や研究会への参加、耳鼻咽喉科運営など増え続ける仕事や役割に戸惑いつ
つ、ひたすら目の前の仕事を片付けて何とか1年間を乗り切りました。付属病院や非
常勤の先生方、また外来や病棟スタッフの支えがあってのことと感謝しております。
病院勤務はそれなりに多忙ですが、良いことも多いと感じています。当院は足立区、
北区、川口市とその周辺地域の急性期地域基幹病院として機能しています。そのため
耳鼻咽喉科にも数多くの患者さんが様々な疾患で受診され、時には臨床20年以上の
私でも初めて経験するような稀な症例や難しい症例に出会います。耳鼻科咽喉科医は
私1人ですから基本的に全て自分で対処しなくてはならず、その度に文献を捜したり
必死に考えたりしました。今までが勉強不足だったこともありますが、こうした経験
のお陰でこの1年間で随分知識や対応能力が増したと思います。一方、総合病院とは
言っても医局は1つです。耳鼻咽喉科以外の領域で相談したければ医局で気軽に話を
することができ、他科の先生方には随分助けて頂きました。他にも病院運営や業績、
検査機器の管理などは今まで余り考えずに来ましたが、自分が関わらざるを得なく
なって初めてこうした仕事の意味が分かりました。
　当院の近況としては、昨年度は別館の完成が大きな出来事でしたが、その後カルテ
ビューアーシステムが導入され紙カルテが撤廃されました。また本年9月からはオー
ダリングシステムが運用される予定です。耳鼻咽喉科では、古い検査機器を少しずつ
買い換えています。今年5月に新しいオージオメーターが入り補聴器適合検査ができ
るようになりました。また15年近く使用していたENGが遂に故障したため、この6
月に思い切ってVOGを導入しました。高齢化に伴いめまいや難聴の患者さんも増え

く受けてくださる日本医大附属病院の先生方のご協力を得て、受診患者数も増えてき
ています。
　これからも私なりのペースで誠実、正確な耳鼻咽喉科診療を安全に続けていくこと
ができるよう努力したいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
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ており、新しい機器が役立つものと期待しています。
　より良い診療を行えるよう、少しずつですが日々努力しております。今後とも橘鏡
会先生方のご指導ご鞭撻を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。
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平成26年度 教室業績集

論文

（英文）
総説
 1）Ohta N, Ishida A, Kurakami K, Suzuki Y, Kakehata S, Ono J, Ikeda H, Okubo 

K, Izuhara K：Expression and roles of periostine in otolarngological disease．
Allergology Int．2014.4, 63(2), 171-180．

 2）Okubo K, Kurono Y, Fujieda S, Ogino S, Uchio E, Odajima H, Takenaka H：
Japanese Guideline for Allergic Rhinitis 2014．Allergology Int．2014.9, 63(3), 
357-375．

原著
 1）Hosoya K, Masuno S, Hashiguchi K, Okubo K：Placebo-controlled study with 

OHIO chamber of prophylactic puranlukast for children with Japanese cedar 
pollinosis: TOPIC-J III study．J Drug Assessment．2014.6, 3, 51-59．

 2）Okubo K, Okamasa A, Honma G, Komatsubara M：Efficacy and safety of 
fuluticosone furorate nasal spray in Japanese children with perennial allergic 
rhinitis: a mutisentre, randomized, double-blind, placebo-contorolled trial. 
Allergol Int．2014.12, 63(4), 543-551．

（和文）
総説
 1）大久保公裕：近年のスギ・ヒノキ花粉症．アレルギー・免疫．2014.1, 21(1), 11-

16．
 2）大久保公裕：「アレルギー性鼻炎診療ガイドライン－通年性鼻炎と花粉症－ 2013

年版」の変更点について．鼻アレルギーフロンティア．2014.2, 14(1), 28-32．
 3）藤倉輝道：ウデを磨く・アタマを鍛えるシリーズ　アレルギー性鼻炎のトータル

マネージメント：実は、鼻炎は「様々」．日本医事新報．2014.2, (4687), 6-18．
 4）大久保公裕：フェニルプロパノールアミンとプソイドエフェドリンの安全性とは．

薬局．2014.3, 65(3), 431-433．
 5）大久保公裕：アレルギー性鼻炎．アレルギー疾患ガイドライン改訂について．ア

レルギー・免疫．2014.3, 21(3), 418-424．
 6）大久保公裕：アレルギー性鼻炎の神経・生理・免疫学的アプローチの最前線　神

経学的側面から．耳鼻咽喉科ニューロサイエンス．2014.4, 28, 6-7．
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 7）大久保公裕：アレルギー性鼻炎の舌下免疫療法．感染・炎症・免疫．2014.4, 
44(1), 81-85．

 8）大久保公裕：花粉症治療最前線．公衆衛生．2014.4, 78(2), 116-120．
 9）後藤穣：アレルギー用語解説シリーズ；QOL 評価．アレルギー．2014.5, 63(5), 

695-696．
10）横島一彦，中溝宗永：唾液腺（耳下腺）腫瘍の画像診断．耳喉頭頸．2014.5, 

86(5), 192-199．
11）松根彰志，大久保公裕：耳鼻咽喉科領域疾患―アレルギー性鼻炎、好酸球性副鼻

腔炎、中耳炎などー．Progress in Medicine．2014.6, 34(6), 1023-1027．
12）松根彰志：アレルギー性鼻炎・花粉症とアレルゲン免疫療法．日本臨床内科医会

会誌．2014.6, 20(1), 119-123．
13）大久保公裕：舌下免疫療法－小児への適応拡大－．日本小児アレルギー誌．

2014.6, 28(3), 313-319．
14）後藤穣：スギ花粉症における舌下免疫療法．日本職業・環境アレルギー学会雑誌．

2014.6, 22(1), 41-41．
15）後藤穣：スギ花粉症に対する舌下免疫療法．アレルギー・免疫．2014.6, 21(7), 

1094-1101．
16）松根彰志：後鼻漏、後鼻漏感はどうしたら治るか－．JOHNS．2014.7, 30(7), 857-

860．
17）後藤穣：舌下免疫療法の実際．日本鼻科学会会誌．2014.7, 53(1), 42-42．
18）大久保公裕：アレルギー性鼻炎の現状とスポーツ活動における対策．スポーツ医

学．2014.8, 31(8), 760-763．
19）横島一彦：下咽頭・喉頭全摘出術－甲状腺・副甲状腺の取り扱いも含めて－．頭

頸部癌．2014.8, 40(3), 314-317．
20）大久保公裕：免疫療法中にショックを生じた．JOHNS．2014.9, 30(9), 1249-1252．
21）後藤穣：舌下免疫療法の実際と展望．日本鼻科学会会誌．2014.9, 53(3), 253-253．
22）後藤穣：舌下免疫療法は根治療法となるか．Progress in Medicine．2014.10, 

34(10), 1713-1718．
23）後藤穣：アレルギー疾患におけるアレルゲン再考．小児科診療．2014.10, 77(10), 

1329-1335．
24）松根彰志：点鼻用血管収縮薬の正しい使い方．Progress in Medicine．2014.10, 

34(10), 1699-1701．
25）大久保公裕，村山貢司：花粉症と大気汚染．アレルギー・免疫．2014.10, 21(10), 

1520-1526．
26）藤倉輝道：わが国における臨床アレルギー学の卒前教育．アレルギー・免疫．

2014.11, 21(11), 15．
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27）後藤穣：スギ花粉症の舌下免疫療法．喘息．2014.12, 27(2), 219-222．
28）大久保公裕：花粉症－その原因物質とメカニズム－．モダンメディア．2014.12, 

60(12), 351-355．
29）大久保公裕：アレルギー性鼻炎の臨床研究 -pathoohysiology andimmunology-．

アレルギー．2014.12, 63(10), 1317-1324．
30）松根彰志：慢性副鼻腔炎・滲出性中耳炎．Respiratory Medical Research．2014, 

2(4), 33(245)-38(250)．
31）後藤穣：アレルギー性鼻炎の薬物療法の有効性評価法．アレルギー・免疫．

2015.1, 22(2), 276-283．
32）横島一彦，中溝宗永，稲井俊太，酒主敦子：耳下腺深葉良性腫瘍の手術．耳鼻咽

喉科臨床．2015.2, 108(2), 92-93．
33）松根彰志：顔が痛い（痛みの鑑別診断）．耳鼻咽喉科・頭頸部外科．2015.3, 87(3), 

212-215．

原著
 1）長谷川賢作，國本泰臣，矢間敬章，久家純子，北野博也：中耳真珠腫に対する軟

骨鼓室形成術の術後中期成績．Otology Japan (0917-2025)．2014.7, 24(3), 233-239．
 2）濱田聡子，朝子幹也，島野卓史，大岡久司，小林良樹，神田晃，友田幸一，後藤

穣，大久保公裕：当科におけるスギ花粉症舌下免疫療法の検討．耳鼻咽喉科免疫
アレルギー．2014.7, 32(2), 104-105．

 3）大塚博邦，高梨征雄，大久保公裕：スギ花粉症における鼻腔細菌と鼻汁細胞診
－季節前無症状群、季節前発症群および季節中発症群の比較－．アレルギー．
2014.8, 62(6), 689-697．

 4）高井敏朗，岡本美孝，大久保公裕，永田真，阪口雅弘，福冨友馬，齋藤明美，安
枝浩，増山敬祐：ダニアレルゲンワクチン標準化に関する日本アレルギー学会タ
スクフォース報告．アレルギー．2014.10, 63(9), 1229-1240．

 5）渡邊健一，大久保公裕：喉頭癌組織におけるヒストン・タンパク修飾．日医大医
会誌．2014.10, 10, 132-133．

 6）石田麻里子，吉岡友真，若山望，関根久遠，山口智，木村まき，松根彰志，大
久保公裕：ダイナミック MRI による耳下腺良性腫瘍の診断．耳鼻臨床．2014.12, 
107(12), 987-991．

 7）吉野綾穂，中溝宗永，横島一彦，酒主敦子，稲井俊太，原口美穂子，大久保公裕，
副耳下腺腫瘍 5 手術例の成績．頭頸部外科．2015.3, 24(3), 317-321．

症例報告
 1）小町太郎，三枝英人，山口智，門園修，中村毅，粉川隆行，愛野威一郎，木村繁，
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伊藤裕之：第 2 鰓溝の遺残による内瘻孔が原因であった扁桃周囲および深頸部膿
瘍の一例．日本気管食道科学会会報．2015, 66(1), 40-45．

シンポジウム
国内学会
 1）大久保公裕：舌下免疫療法の展開．アレルゲン免疫療法 update(EVS7)．第 26 回

日本アレルギー学会春季臨床大会．2014.5.
 2）後藤穣：抗ヒスタミン薬・鼻噴霧用ステロイド薬併用療法の有効性（対スギ花粉

症：新治療戦略）．第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会．2014.5.
 3）横島一彦：下咽頭・喉頭全摘出術　－甲状腺・副甲状腺温存も含めてー．第 5 回

頭頸部癌学会教育セミナー．2014.6.
 4）梅澤裕己，中尾淳一，中溝宗永，横島一彦，小川令，百束比古：当院における頭

頸部再建術後合併症の解析と対応．第 6 回日本創傷外科学会．2014.7.

パネルディスカッション
国内学会
 1）長谷川賢作：鳥取大学における真珠腫進展度分類の活用法について．第 24 回日

本耳科学会．2014.10.

ワークショップ
国内学会
 1）後藤穣：舌下免疫療法の実際．第 115 回日本耳鼻咽喉科学会．2014.5.
 2）後藤穣：舌下免疫療法の実際．第 53 回日本鼻科学会．2014.9.
 3）後藤穣：舌下免疫療法の実際．第 28 回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会．2014.11.
 4） 後藤穣：アレルギー性鼻炎（免疫療法）．第 1 回日本アレルギー学会総合アレルギー

講習会．2014.12.

教育講演
国内学会
 1）後藤穣：舌下免疫療法の実際．第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会．

2014.5.
 2）後藤穣：舌下免疫療法の実際と展望．第 53 回日本鼻科学会．2014.9.

学会発表
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セミナー
国内学会
 1） 後藤穣：スギ花粉症に対する舌下免疫療法．第 45 回日本職業・環境アレルギー

学会．2014.6.
 2）松根彰志：アレルギー性鼻炎とロイコトリエン受容体拮抗薬．第 1 回日本アレル

ギー学会総合アレルギー講習会．2014.12.
 3）山口智：当科で行っている VF の読影法と嚥下障害診療の実際．日耳鼻神奈川県

地方部会第 1 回嚥下機能評価研修セミナー．2014.12.
 4） 中溝宗永：選択的頸部郭清術－側頸部郭清術と SOND-．第 25 回日本頭頸部癌学

会．2015.1.
 5）後藤穣：アレルギー性鼻炎治療の新展開．第 33 回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー

学会．2015.2.
 6）松根彰志：鼻粘膜、副鼻腔粘膜における抗原特異的抗体産生とその臨床的意義．

第 33 回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会．2015.2.

研究助成成果報告
 1）小町太郎，三枝英人，山口智，門園修，粉川隆行，伊藤裕之：鼻咽腔の機能的な

開閉調節機構ならびにその他の構音器官との協調性についての機能生理学的研
究．第 59 回日本音声言語医学会．2014.10.

一般講演
国際学会
 1）Matsune S, Wakayama N, Sekine K, Yamaguchi S, Okubo K：Staphylocosccus 

Aureus Enterotoxin and Fungi Specific IGE Production in Ethmoid Sinus 
Mucosa in Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps．25th Congress of the 
European Rhinologic Society in conjunction with 32th International Symposium 
of Infection & Allergy of the Nose. 2014.6.

 2）Wakayama N, Matsune S, Sekine K, Yamaguchi S, Yoshioka Y, Okubo K：
Suppression of Inflammatory Cytokines from Cultured Epithelial Cells by CAM 
and EM900 in Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps Cases. 25th Congress 
of the European Rhinologic Society in conjunction with 32th International 
Symposium of Infection & Allergy of the Nose. 2014.6.

 3）Watanabe K, Bloch W：Detailed analysis of histone modification in the spiral 
ganglion of mice cochlea．51st Inner Ear Biology Workshop．2014.8.

 4） Matsune S, Nozomu W, Yamaguchi S, Sekine K, Ishida M, Yoshioka Y, Okubo K：
Antigen-Specific Immunoglobulin Production in Ethmoid Mucosa in Refractory 
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Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps．AAO-HNSF ANNUAL MEETING 
& OTO EXPO．2014.9.

国内学会
 1）大久保公裕，岡正有沙，本間剛介，小松原昌樹：小児アレルギー性鼻炎患者にお

けるフルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液のプラセボ対照第Ⅲ相試験．
第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会．2014.5.

 2）大久保公裕，岡正有沙，本間剛介，小松原昌樹：小児通年性アレルギー性鼻炎患
者におけるフルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液の長期投与試験．第
26 回日本アレルギー学会春季臨床大会．2014.5.

 3）西村友枝，佐伯真弓，森昌夫，後藤穣，大久保公裕，神沼修，廣井隆親：マウス
における抗原誘発鼻粘膜過敏性亢進反応に対する抗アレルギー薬の作用．第 26
回日本アレルギー学会春季臨床大会．2014.5.

 4）大塚博邦，得能俊介，遠藤定男，大久保公裕：飛散前発症と鼻腔内細菌培養コロ
ニー．第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会．2014.5.

 5）長谷川賢作，國本泰臣，矢間敬章，久家純子，北野博也：軟骨鼓膜に伴う術前後
の聴力変化．第 115 回日本耳鼻咽喉科学会．2014.5.

 6）中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，粉川隆行，大久保公裕：下咽頭癌
での喉頭温存下咽頭部分切除術後の原発巣再発．第 115 回日本耳鼻咽喉科学会．
2014.5.

 7）横島一彦，中溝宗永：高齢頭頸部癌患者の診療に関するアンケート結果．第 115
回日本耳鼻咽喉科学会．2014.5.

 8）山口智，若山望，吉岡友真，石田麻里子，関根久遠，木村まき，松根彰志，大久
保公裕：慢性副鼻腔炎の保存的治療における鼻噴霧用ステロイドの併用効果につ
いて．第 115 回日本耳鼻咽喉科学会．2014.5.

 9）國本泰臣，長谷川賢作，有井士郎，矢間敬章，阿部純子，北野博也：ヒト生体に
おける耳小骨の振動特性．第 115 回日本耳鼻咽喉科学会．2014.5.

10）矢間敬章，長谷川賢作，國本泰臣，久家純子，北野博也：頭蓋底手術中に三叉・
迷走神経反射による心静止を来した一例．第 115 回日本耳鼻咽喉科学会．2014.5.

11）山口智：当科で行っている VF の読影法と嚥下障害診察の実際．第 16 回日耳鼻
神奈川嚥下研究会．2014.5.

12）横島一彦，中溝宗永，稲井俊太，酒主敦子，門園修，加藤大星，梅澤裕己，粉川
隆行，大久保公裕：低悪性度耳下腺癌の術前診断と顔面神経温存．第 38 回日本
頭頸部癌学会．2014.6.

13）吉岡友真，山口智，若山望，石田麻里子，関根久遠，木村まき，松根彰志，大久
保公裕：小児の睡眠時無呼吸症候群とアレルギー性鼻炎との関係についてー簡易
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モニターを用いた評価での検討ー．第 76 回耳鼻咽喉科臨床学会総会．2014.6.
14）増野聡，渡邊健一，斎藤明彦，斎藤亜希子，細根勝，大久保公裕：急性感音難聴

を伴った髄膜癌腫症の一症例．日耳鼻東京都地方部会例会　第 204 回学術講演会．
2014.7.

15）小町太郎，原口美穂子，吉野綾穂，馬場俊吉：妊娠中に発症した鼻腔血管腫の 1 例．
日耳鼻千葉県地方部会　第 85 回学術講演会．2014.7.

16）若山望，吉岡友真，石田麻里子，関根久遠，山口智，木村まき，松根彰志，大久
保公裕，砂塚敏明，大村智：鼻茸由来培養上皮細胞を用いた EM900 の有効性に
関する検討．第 21 回マクロライド新作用研究会．2014.7.

17）若山望，吉岡友真，石田麻里子，関根久遠，山口智，木村まき，松根彰志，大久
保公裕：慢性副鼻腔炎病態における黄色ブドウ球菌、真菌の感作の問題について．
第 2 回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会．2014.9.

18）細矢慶，小町太郎，増野聡，村上亮介，大久保公裕：好酸球性副鼻腔炎による嗅
覚障害に対する内視鏡下副鼻腔手術症例の検討．第 53 回日本鼻科学会．2014.9.

19）石田麻里子，若山望，吉岡友真，関根久遠，山口智，木村まき，松根彰志，大久
保公裕：慢性副鼻腔炎篩骨洞粘膜におけるブ菌エンテロトキシン、真菌特異的抗
体の産生について．第 53 回日本鼻科学会．2014.9.

20）若山望，石田麻里子，吉岡友真，関根久遠，山口智，木村まき：松根彰志，大久
保公裕：カンジダ皮内反応陽性症例における副鼻腔炎術後経過の検討．第 53 回
日本鼻科学会．2014.9.

21）長谷川賢作，國本泰臣，矢間敬章，久家純子，北野博也：薄切軟骨鼓室形成術の
術後聴力特性．第 80 回日本医科大学医学会総会．2014.9.

22）渡邊健一，大久保公裕：加齢によるヒストン蛋白質修飾の変化．第 24 回日本耳
科学会．2014.10.

23）関根久遠，松根彰志，大久保公裕：当科初診患者における耳掃除・耳かきの傾向
および耳鏡所見の検討．第 24 回日本耳科学会．2014.10.

24）國本泰臣，長谷川賢作，矢間敬章，久家純子，北野博也：鼓膜再建に薄切軟骨を
用いた鼓室形成術の術後成績．第 24 回日本耳科学会．2014.10.

25）久家純子，國本泰臣，矢間敬章，長谷川賢作，有井士郎，北野博也：非接触型レー
ザードップラー法によるヒト鼓膜および耳小骨振動の解析．第 24 回日本耳科学
会．2014.10.

26）矢間敬章，長谷川賢作，國本泰臣，久家純子，北野博也：当院で経験した
ANCA 関連血管炎性中耳炎症例．第 24 回日本耳科学会．2014.10.

27）横山裕子，國本泰臣，矢間敬章，長谷川賢作，久家純子，北野博也：鼓室型グロ
ムス腫瘍の 2 症例．第 24 回日本耳科学会．2014.10.

28）山口智，小町太郎，永積渉，伊藤裕之，三枝英人，門園修，武藤博之：有声子音
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vs 無声子音発声時の咽頭運動．第 59 回日本音声言語医学会．2014.10.
29）中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，山口智，門園修，大久保公裕：下咽

頭癌における喉頭温存下咽頭部分切除後のリンパ節再発．第 66 回日本気管食道
科学会．2014.11.

30）梅澤裕己，梅澤まり子，中尾淳一，中溝宗永，横島一彦，松谷毅，小川令，百束
比古：下咽頭・頸部食道内圧が嚥下圧あるいは食道内圧に与える影響．第 41 回
日本マイクロサージャリー学会．2014.12.

31）松根彰志，若山望，関根久遠，石田麻里子，山口智，吉岡友真，大久保公裕：当
科における後鼻神経切断術の手技とその臨床的意義．第 25 回日本頭頸部外科学
会．2015.1.

32）横島一彦，中溝宗永，酒主敦子，稲井俊太，加藤大星，石田麻里子，吉岡友真，
大久保公裕：耳下腺上皮筋上皮癌 5 症例の検討．第 25 回日本頭頸部外科学会．
2015.1.

33）石田麻里子，稲井俊太，酒主敦子，横島一彦，中溝宗永，松根彰志，大久保公裕，
田中健，神尾友信：ガマ腫に対する舌下腺摘出術の有用性．第 25 回日本頭頸部
外科学会．2015.1.

34）加藤大星，中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，吉岡友真，大久保公裕：
耳下腺非脂腺型リンパ腺腫の 2 例．第 25 回日本頭頸部外科学会．2015.1.

35）若山望，関根久遠，石田麻里子，山口智，松根彰志，大久保公裕：アレルギー性
鼻炎に対する当科における後鼻神経切断術について．第 33 回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会．2015.2.

36）横島一彦，中溝宗永，稲井俊太，酒主敦子，加藤大星，大久保公裕，梅澤裕己，
中尾淳一，野村務，松谷毅，萩原信敏：症状緩和を目的に下咽頭喉頭全摘出術を
行った下咽頭癌の 1 例．日耳鼻東京都地方部会　第 206 回学術講演会．2015.3.
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（和文）
 1）大久保公裕：ステロイド鼻噴霧・吸入薬．耳鼻咽喉科最新薬物療法マニュアル -

選び方・使い方．市村恵一．2014.9. 中山書店．93-93．
 2）大久保公裕：第 17 章．耳鼻咽喉科疾患　1．突発性難聴．スポーツにおける薬物

療法．処方と服薬指導．日本臨床スポーツ医学会学術委員会編集．2014.12. オー
ム社．321-323．

 3）大久保公裕：第 17 章耳鼻咽喉科疾患　2．メニエール病．スポーツにおける薬物
療法．処方と服薬指導．日本臨床スポーツ医学会学術委員会編集．2014.12. オー
ム社．324-326．

 4）大久保公裕：第 17 章耳鼻咽喉科疾患　3．花粉症．スポーツにおける薬物療法．
処方と服薬指導．日本臨床スポーツ医学会学術委員会編集．2014.12. オーム社．
327-330．

 5）後藤穣：第 4 章　知っておきたい総合診療的アレルギーの知識；アレルギー性鼻
炎・花粉症．イチから知りたいアレルギー診療．大久保公裕（編集）．2014.5. 全
日本病院出版会．106-115．

 1） 研究者氏名：松根彰志
  研究種目名：基盤研究（C）
  研究課題名：難治性鼻副鼻腔炎病態における局所粘膜での抗体産生に関する研究。
  研 究 期 間：2014 年 4 月 1 日～ 2017 年 3 月 31 日
  配　分　額：2014 年度：1820 千円、2015 年度：1430 千円、
　　　　　　　　2016 年度：1430 千円

 2） 研究者氏名：関根久遠
  研究種目名：若手研究（B）
  研究課題名：新たな内耳性難聴治療法の開発
  　　　　　　RNAi による難聴原因蛋白 Cochlin の発現抑制
  研 究 期 間：2014 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日
  配　分　額：2014 年度：1560 千円、2015 年度：780 千円、2016 年度：780 千円
  　　　　　　2017 年度：780 千円

書籍

科学研究費
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教室スタッフ（平成 27 年 10 月現在）

名 誉 教 授：奥田稔、八木聰明、富山俊一
大学院教授：大久保公裕（付属病院部長）
教　　　授：松根彰志（武蔵小杉病院部長）、藤倉輝道（医学教育センター）
特 任 教 授：馬場俊吉（千葉北総病院部長、副院長）
臨 床 教 授：三輪正人（付属病院）、長谷川賢作（千葉北総病院）
病 院 教 授：後藤穣（多摩永山病院部長）
客 員 教 授：伊藤裕之（付属病院）、富山俊一（多摩永山病院）、北野博也（付属病院）
連 携 教 授：大塚博邦（武蔵小杉病院）
准　教　授：青木秀治（付属病院）、中溝宗永（付属病院）、横島一彦（付属病院）、
　　　　　　渡邊健一（付属病院）
病 院 講 師：稲井俊太（付属病院）、関根久遠（武蔵小杉病院）
非常勤講師：鶴窪一行（武蔵小杉病院）、山口潤（武蔵小杉病院）、
　　　　　　相原康孝（武蔵小杉病院）、森園徹志（付属病院）、
　　　　　　小坂和己（千葉北総病院）、杢野恵理子（付属病院）、
　　　　　　白坂邦隆（付属病院）、松延毅（多摩永山病院）、金井憲一（武蔵小杉病院）
助　　　教：齋藤明彦（多摩永山病院）、酒主敦子（付属病院）、
　　　　　　増野聡（千葉北総病院）、小町太郎（千葉北総病院）、
　　　　　　山口智（武蔵小杉病院）、細矢慶（付属病院）、齋藤亜希子（多摩永山病院）、
　　　　　　石田麻里子（武蔵小杉病院）、原口美穂子（千葉北総病院）、
　　　　　　吉野綾穂（多摩永山病院）、吉岡友真（武蔵小杉病院）
専　修　医：加藤大星（付属病院）、鈴木宏隆（付属病院）、
　　　　　　佐藤一樹（武蔵小杉病院）、吉岡邦暁（千葉北総病院）
大 学 院 生：村上亮介（付属病院）、若山望（武蔵小杉病院）
研　究　生：粉川隆行（付属病院）、小林伸枝（付属病院）、相田瑞恵（武蔵小杉病院）、
　　　　　　島田健一（千葉北総病院）、石井玄彦（武蔵小杉病院）、
　　　　　　高原恵理子（武蔵小杉病院）
言語聴覚士：永積渉（付属病院）、矢頭瞳（付属病院）
秘　　　書：間渕志保（付属病院）、村山とし子（武蔵小杉病院）、
　　　　　　蓬田由美子（千葉北総病院）
研 究 助 手：齋藤幸子（付属病院）
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　橘鏡会会則・役員

橘鏡会会則・役員

1. 本会は橘鏡会（日本医科大学耳鼻咽喉科同門会）と称し、事務所を日本医科大学耳
鼻咽喉科学教室（以下教室）内に置く。

2. 本会は会員相互の親睦を図り、併せて教室の発展および会員の知識向上に寄与する
ことを目的とする。

3. 本会は現在教室に所属する。または過去に所属した医師、その他をもって組織する。
4. 本会は定期総会を年1回開催し、会務、会計の報告および必要事項の協議を行う。
 なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
5. 本会は会務を遂行するために、会長1名、監事2名、幹事長1名、幹事若干名を置く。

1）会長は主任教授とする。
2）幹事は会長を補佐して会の運営を行う。幹事長および幹事は会長が委嘱し、総

会で承認を得るものとする。ただし任期は2年とし、再任を妨げない。
6. 本会に顧問を置くことができる。
7. 会員は別に定める年会費を納入しなければならない。
 だだし、77歳以上の会員は会費を免除する。
8. 本会則の変更は総会の承認を得なければならない。

細　則
1. 本会の年会費は10,000円とする。
2. 本会の会則は平成26年9月13日より運用する。

慶弔規定
1. 米寿・喜寿を迎えた会員には記念品（2万円相当）を贈り、総会で祝辞をのべる。
2. 叙勲を受けた会員には記念品（2万円相当）を贈り、総会で祝辞をのべる。
3. 会員が死亡したときは供花および弔電を送る。

会則
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役員

会　　長 大久保公裕

顧　　問 奥田稔

監　　事 谷本秀司

幹 事 長 坂口文雄

幹　　事 青木秀治、岩佐英之、牛島勝郎、大河原大次、大西正樹、後藤穣、
  関はるみ、関根修二、中溝宗永、波多野吟哉、馬場俊吉、藤倉輝道、
  松岡智治、目澤朗憲、山口潤、横島一彦、渡辺雄司

教室幹事 後藤穣

会　　計 後藤穣

編　　集 後藤穣
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会計報告

平成 26 年度会計報告（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
＜収 入＞ 
　　＜項目＞ ＜金額＞
平成25年度繰越金 3,839,500
総会費・年度会費 759,000
年度会費（銀行振り込み分） 660,000
広告料 420,000
銀行利息 615
総収入 5,679,115

＜支 出＞ 
　　＜項目＞ ＜金額＞
橘鏡会誌作製 660,140
橘鏡会誌郵送 19,188
総会案内郵送 19,598
賀寿記念品 98,820
手数料 1,836
幹事会飲食代 27,000
弔花・お見舞い 71,700
通信費 8,610
医局総務費支援 491,897
事務手当て（賞与分含む） 150,000
橘鏡会用封筒 27,300
雑費（文具・宅急便等） 5,654
総支出 1,581,743

次年度繰越金 4,097,372
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会計監査報告

会計監査報告
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　付属病院、関連病院連絡先

付属病院、関連病院連絡先

付属病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
　　〒113-8603　東京都文京区千駄木1-1-5
　　　　　　　　　 Tel: 03-3822-2131、FAX: 03-5685-0830

武蔵小杉病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒211-8533　神奈川県川崎市中原区小杉 1-396
　　　　　　　　　 Tel: 044-733-5181、FAX: 044-711-8565

多摩永山病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒206-8512　東京都多摩市永山1-7-1
　　　　　　　　　 Tel: 042-371-2111、FAX: 042-372-7376

千葉北総病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒270-1694　千葉県印西市鎌苅1715
　　　　　　　　　 Tel: 0476-99-1111、FAX: 0476-99-2013

花と森の東京病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒114-0024　東京都北区西ヶ原2-3-6
　　　　　　　　　 Tel: 03-3910-1151

神尾記念病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町2-25
　　　　　　　　　 Tel: 03-3253-3355

総合相模原更生病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒229-1105　神奈川県相模原市中央区小山3429
　　　　　　　　　 Tel: 042-752-1808

大宮中央総合病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒331-8711　埼玉県さいたま市北区東大成町1-227
　　　　　　　　　 Tel: 048-663-2501

博慈会記念総合病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒123-0864　東京都足立区鹿浜5-11-1
　　　　　　　　　 Tel: 03-3899-1311

各付属病院

関連病院（順不同）
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　付属病院、関連病院連絡先

東葛病院  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒270-0174　千葉県流山市下花輪409
　　　　　　　　　 Tel: 04-7159-1011

谷津保険病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒275-0026　千葉県習志野市谷津4-6-16
　　　　　　　　　 Tel: 047-451-6000

日立総合病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒317-0077　茨城県日立市城南町2-1-1
　　　　　　　　　 Tel: 0294-23-1111

小平記念東京日立病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒113-0034　東京都文京区湯島3-5-7
　　　　　　　　　 Tel: 03-3831-2181

新松戸中央総合病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒270-0034　千葉県松戸市松戸1-380
　　　　　　　　　 Tel: 047-345-1111

平成立石病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒124-0012　東京都葛飾区立石5-1-9
　　　　　　　　　 Tel: 03-3692-2121

南町田病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒194-0004　東京都町田市鶴間1008-1
　　　　　　　　　 Tel: 042-799-6161

町立八丈病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒100-1511　東京都八丈島八丈町三根26-11
　　　　　　　　　 Tel: 04996-2-1188

新橋アレルギークリニック ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒105-0004　東京都港区新橋2-16-1-318
　　　　　　　　　 Tel: 03-3591-5464 

苑田診療所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒121-0813　東京都足立区竹ノ塚4-2-3
　　　　　　　　　 Tel: 03-5851-2421

いがらしクリニック ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒116-0011　東京都荒川区西尾久1-32-16
　　　　　　　　　 Tel: 03-3800-9629
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