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橘鏡会先生方へ
大久保 公裕

（昭和 59 年卒）

平成 29 年度の橘鏡会会誌の序文として橘鏡会先生方へ一言ご挨拶申し上げます。
平成 22 年 2010 年に就任し、7 年目を無事に迎え、教室を運営できましたのは、一重
に橘鏡会先生方のご支援、そして教室員の皆様方の頑張りのお陰と感謝しています。
私は就任直後にその後の 15 年の任期を 3 つにわけて、初めの 5 年を教室の人員的、在
り方の再構築、そして次の 5 年を飛躍の期間、そして最後の 5 年間を継続、維持、そ
して引継ぎの 5 年と考えておりました。現在予定は飛躍の期間 2 年目になっておりま
すが、まだまだ力不足で飛躍と呼べるまでには至っていないのが、現状かと思われま
す。ご支援、ご援助頂いている橘鏡会の先生方には大変ご心配をおかけし、心苦しく
思っております。目標達成まで教室を信じて頂き、もうしばらくお待ち頂きたいと考
えます。
その中で最も力を入れなければならない事は新人医師の獲得であります。このため
に新人歓迎会も多く企画しております。この歓迎会には橘鏡会会計よりご支援頂戴し、
施行出来ている教室では非常に重要な年度事業になっております。新人医師獲得は同
門会である橘鏡会の先生方からのご支援の賜物であると言えます。
そして平成29年も教室、
そして橘鏡会に新たな新人医師を迎えることが出来ました。
平成 27 年、2015 年に産業医科大学を卒業された大久保由布先生です。大久保由布先
生は産業医科大学卒業後、産業医科大学で初期臨床研修を行い、そのまま産業医科大
学耳鼻咽喉科に専門修練医として入局されました。産業医科大学では産業医科大学か、
労災病院に産業医として勤務する必要があります。しかし、東京が実家でなるべく早
期に帰る目的で、教室の鈴木秀明教授に相談され、産業医科大学からの派遣という事
で、当教室の見学を許可して頂いたとお聞きしています。見学後に当教室への派遣入
局を決められ、現在当科で派遣専修医として活躍中です。嬉しいことに決められた理
由は教室がアットホームであったと伺っています。もちろん見学の時にもお話させて
頂き、とても好感がもて、今後の活躍を望める女性医師であることは間違いありませ
ん。もちろん大久保先生も前述の新人勧誘会に参加頂き、入局を決められました。
最後にご報告とお願いを橘鏡会の先生方にさせて頂きます。2019 年 10 月 3 日より 5
日に都市センターホテルで日本鼻科学会を主催させて頂きます。この鼻科学会では松
根彰志教授に事務局をして頂きます。日本医科大学耳鼻咽喉科学教室のこれまでの鼻
科学の粋を凝集した学会にしたいと思っております。さらに 2020 年 2 月 27 日から 29
会長挨拶
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日まで横浜パシィフィコで日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会を主催させて頂きま
す。この学会は橘鏡会の先生方もご存じの様に奥田稔名誉教授が創始された学会で、
初代理事長でもあり、とても光栄に思っております。この学会は松延毅准教授に事務
局をお願いしたいと考えております。2 年、3 年後ではありますが、橘鏡会の先生方
には是非ご支援を賜りたいと思っております。
これからも私、そして教室としてもこの学会運営や通常業務にも忙しく動かねばな
りません。幸運にも今年一人新人を迎えましたが、毎年さらに人員増加への努力、ま
た教育、研究、診療すべてを継続していかなければなりません。学会の主催を託され
た日本医科大学耳鼻咽喉科学教室の歴史、そしてその重みを感じ、覚悟をもって教室
運営に当たっていく所存です。橘鏡会の先生方には日本医科大学 4 病院耳鼻咽喉科を
統括する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。

会長挨拶
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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御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
まず昨年度の主な橘鏡会行事の報告をいたします。
平成 28 年 7 月 14 日（木）橘鏡会幹事会が橘桜会館にて開催されました。
平成 28 年 9 月 10 日（土）橘鏡会総会が橘桜会館にて開催されました。
平成 28 年度物故会員となられました先生方は、愛野孝志先生（平成 27 年 11 月 2 日
歿）、渋谷幸一先生（平成 27 年 8 月 11 日歿）
、三田村竦先生（平成 27 年 10 月 12 日歿）
でございます。新入会員は、坂井梓先生が入会されました。めでたく米寿を迎えられ
ましたのは、池田正典先生、藤井春生先生、喜寿を迎えられましたのは、赤上嘉英先生、
石原文隆先生、大藤周彦先生、栗原紘一先生、島田早苗先生でございます。小此木信
六郎記念奨励賞、4 病院について報告があり、議事に関して会計報告、会計監査報告、
すべて承認されました。その後、第 4 回谷根千耳鼻咽喉科頭頚部外科フォーラムが開
催され、講演後、和やかな情報交換会にて会を終了いたしました。
平成 29 年 3 月 11 日（土）第 10 回小此木信六郎記念耳鼻咽喉科研究会がホテルガー
デンパレスにて開催されました。
平成 29 年 4 月 1 日（土）新入医局員オリエンテーションが明治大学紫紺館で開催さ
れました。
橘鏡会総会、谷根千耳鼻咽喉科頭頚部外科フォーラム、小此木信六郎記念耳鼻咽喉
科研究会、新入医局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
耳鼻咽喉科教室の現状、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貴重な会であります。ぜひ、多くの先生方に
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。
平成 28 年 10 月 23 日（日）京王プラザホテルにおいて、奥田稔先生の生前葬が行わ
れました。生前葬への出席は初めてでしたが、親族の方々、千葉大、和歌山医大、日
本医大関係の先生方が多数出席され、奥田先生の出生から幼小時期、学生時代にかけ
ての生い立ち、人生の大半を過ごされた大学病院での生活、退官後卒寿を迎えられた
今日まで歩んでこられた道程をしみじみと語られ、折に触れ、出席された方より先生
にまつわる思い出話をいただき、全て先生がプロデュースされ、厳かな中にも暖かい
奥田先生のお人柄が現れた会でありました。卒寿、ダイアモンド婚、生前葬を記念に
幹事長挨拶
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一般財団法人奥田記念花粉症学等学術顕彰財団を、私財を投じて設立し、余命をささ
げる覚悟ですとお言葉をいただきました。
今年は、日本耳鼻咽喉科医会ならびに東京都耳鼻咽喉科医会ともに創立 50 周年を
迎えます。日本耳鼻咽喉科医会は 50 周年という節目の年に解散し、改めて全国組織
の耳鼻咽喉科医会設立に向けて準備をしているところであります。全国の橘鏡会会員
の先生方にもぜひ御参加いただきたいと思います。
また、日本耳鼻咽喉科学会も来年は創立 125 周年を迎えます。
このように節目の年が続く中、日本医大耳鼻科も昨年開講 120 周年を迎えました。
日本医科大学は明治 9 年（1876 年）前身の済生学舎を開設した時に始まり、これは今
から 140 年前のことであります。済生学舎での耳鼻咽喉科の講義では、
明治 29 年（1896
年）に小此木信六郎先生によって始まり、日本医大耳鼻咽喉科教室はこの時をもって
開講の日としています。ちなみに、慈恵医大は明治 25 年（1892 年）開講、慶応大学
は大正 9 年（1920 年）開講と言われています。
橘鏡会は昭和 28 年（1953 年）に発足され、初代会長は大藤敏三教授、二代目橋本
泰彦教授、三代目永井氾教授、四代目奥田稔教授、五代目八木聰明教授、六代目は大
久保公裕現教授がその任にあたっています。
2021 年には日本医大創立 125 周年という節目を迎えるにあたり、伝統ある日本医大
耳鼻咽喉科の今後の発展のために記念会の開催を企画しております。今後とも橘鏡会
の先生方には御支援御協力のほど、よろしくお願いいたします。毎年、日耳鼻学会総
会や専門医講習会などの時に橘鏡会の先生方との親睦会を企画しておりますので、ぜ
ひご参加ください。

清春会

平成 29 年 6 月 3 日

日耳鼻総会（広島） 平成 29 年 5 月 17 日

幹事長挨拶
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2016 年 9 月 10 日

第３回千駄木耳鼻咽喉科セミナー
2016 年 11 月 7 日
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小此木研究会

2017 年 3 月 11 日

馬場先生退任祝賀会

2017 年 3 月 15 日
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教室オリエンテーション

2017 年 4 月 1 日
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第 118 回 日本耳鼻咽喉科学会（広島）

教室説明会

2017 年 7 月 1 日

2017 年 5 月 17 日
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瑞宝小綬章をいただいて
荒牧

元（昭和 36 年卒）

昨年秋の瑞宝小綬章の受章について私自身は特に
耳鼻科医としての業績はなく、皆様のおかげと感謝
しております。
先日、大久保公裕教授より受章に対し何か書くよ
うお言葉をいただきました。そこで申し訳ありませ
んが思いつくまま、耳鼻科に関係あることを書かせ
ていただきます。
私は昭和 36 年日本医科大学を卒業し、その後日本
赤十字中央病院で一年間インターンを行いました。
昭和 37 年、国試後、大藤敏三教授の飯田橋にあった
第一医院の耳鼻科に入局しました。最初内科に入局
しようと思い、当時医局長であった桐谷寿彦先生に
お世話になりました。その夏には静岡県富士宮病院に短期出張し、古市暢夫先生に耳
鼻科の手術の基礎を教えていただきました。出張から帰り、9 月には東京女子医大耳
鼻科教授に師事するよう云われました。岩本教授は主に喉頭癌の手術、臨床が中心で
した。私は最初外来を主に担当しました。上顎洞洗浄では、日本医大で習った木槌で
たたいて穿刺する方法（恩地法）を行ったところ、手の力で上顎洞に挿入する方法を
行っていた東京女子医大の先生方から「今度日本医大から乱暴な先生が来た」と云わ
れました。そのうちに九大から上村卓也助教授（当時）が来られ、めまいについても
学ぶことが出来ました。ティテルアルバイトは上村助教授の指導を受け、家兎を用い
て「三半規管破壊後の眼球振盪に対する薬剤の効果」を実験しました。破壊手術も困
難でしたが、実験後の家兎の処理も困難でした。その時助け舟を出してくれたのが日
本医大でした。丁度、日本医大卒のインターン生が耳鼻科にまわって来たので声をか
けたところ、
「私が後の処理は引き受けます」と云ってくれました。この時は同窓の
好誼を感じました。このインターン生は今では大病院の院長先生として活躍しておら
れます。
昭和 36 年 5 月より昭和 38 年 5 月まで西ドイツ、フンボルト財団奨学生としてハイデ
ルベルク大耳鼻科（H.G.Benninghaus 教授）に留学しました。ハイデルベルク大耳鼻
科には独特のめまい検査用回転椅子がありましたが、私は用いませんでした。ドイ
ツ人のめまいを訴える患者に遮眼書字検査（肉眼で ABCDE をタテに書く）の実験を
行ってみました。横にしか字を書いたことのないドイツ人は大さわぎでしたが、一応
まとめることが出来ました。その頃、
実験室によく顔を見せた Dr. Gülzow（当時助手、
瑞宝小綬章をいただいて
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現在教授）が、
「ドイツまで来たならもっとドイツを知れ、2 年間は客人だがそれ以上
になると生活が大変だ」と云ってくれました。そこで高校時代に読んだ医師であり詩
人の Hans Carrosa や、ウィーン大の耳鼻科医であったが教授の父親が亡くなると作
家に変わった Arthur Schnitzler や、エイズの症状として Kaposi 肉腫の発見者 Kaposi
らの跡を調べて帰国しました。
帰国後、荒川区の東京女子医大第二病院で定年まで勤務しました。飯田橋を時々通
りますが、第一医院が懐かしい。

瑞宝小綬章をいただいて
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日本医科大学を卒業して
馬場 俊吉（昭和 48 年卒）

1973 年 8 月に日本医科大学を卒業し、同年 12 月耳鼻咽喉科学教室に入局しました。
そして、今年 2017 年 3 月をもって退職いたしました。1967 年日本医科大学に入学し
てから約 50 年間大学で過ごしたことになります。この間 1984 年 8 月 1 日から 1986 年 9
月 30 日まで群馬県の伊勢崎市民病院へ派遣に出ました。派遣に出るとき講師になっ
ており、当時の大学規定では助手以上の者が派遣に出るときには、退職をして派遣に
出ることになっており、一度退職しました。大学に復帰してから 1998 年 7 月まで付属
病院で 12 年間勤務し、同年 8 月から開院 4 年目の千葉北総病院へ移動しました。北総
病院は、
ハード面が少しずつ充実し、
ソフト面を作りつつある時期でした。北総病院は、
東京から遠い田舎の病院、赤字ばかりを生む病院といわれており、他の三病院からは
お荷物病院と考えられていました。事実、稼いでも稼いでも赤字が続いていました。
開院 15 年目ごろからようやく黒字に転じることができました。また、地域の中核病
院として確固たる位置を得ることにもなりました。北総病院に赴任し 15 年目、2013
年 3 月に日本医科大学を定年退職いたしました。定年退職前から当時の田中院長から
遺留を望まれ、特任教授として仕事を続けることになりました。特任教授は、1 年ご
との更新で 4 年間特任教授として仕事をつづけました。5 回目の更新の推薦状を大久
保教授からいただいた日に、今年度で退職しますと教授に連絡いたしました。2017
年 3 月 31 日をもって 50 年間生活した日本医科大学を、ようやく卒業することになり
ました。
卒業後は縁あって、千葉県木更津市に 2016 年 11 月に新規開院した相互会アクアリ
ハビリテーション病院に勤務することになりました。当院は、
回復期リハビリテーショ
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ンを中心とした病院で、回復期リハビリテーション病棟 60 床、療養病棟 30 床、一般
病棟 58 床 148 床の病院です。母体は、高知県宿毛市にある相互会筒井病院で 1934 年
に筒井診療所として開院しています。1957 年に 2 代目院長が筒井病院へと発展させ、
3 代目院長になり医療法人相互会を立ち上げています。2016 年 11 月には、アクアリハ
ビリテーション病院の他に、別法人として千葉県白井市に病床数 100 床（一般病床 52
床、回復期リハビリテーション病床 100 床）の千葉白井病院を立ち上げています。当
院は新しい創世期病院で、私と一緒に卒業したての看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士が入職してきました。現在のところ常勤医は病院長を含め 3 名と大変な状
況です。本格的に外来が始まっていませんので、入院患者中心の医療を行っています。
耳鼻咽喉科外来は、2017 年秋までには開設する予定です。地域医療に貢献できるよ
うな、耳鼻科医療を目指しますので、今後ともよろしくご指導・ご鞭撻をお願いいた
します。

日本医科大学を卒業して
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新入会員自己紹介
松延 毅（平成 7 年卒）

この度、平成 29 年 4 月 1 日付けで日本医科大学付属病院
に着任、そして耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室に入局させ
て頂いた松延毅と申します。100 年を優に超える歴史を持
つ伝統ある教室に入局させて頂き誠に光栄に存じます。ま
た、私を本学当教室にて臨床・研究・教育を続けさせて頂
く機会を与えて頂いた大久保公裕教授に深謝いたします。
私は慶應義塾大学を平成 7 年に卒業、大学院医学研究科
に進み小川郁先生率いる耳科研究班に所属し主に臨床は耳
科学、基礎研究は内耳障害のメカニズムについて研究して
参りました。その後、米国ミシガン大学クレスゲ聴覚研究所生化学研究室へ 2 年間留学、
北里研究所病院、静岡赤十字病院などで臨床を行いました。その後、防衛医科大学校
耳鼻咽喉科学講座にて教職を得、7 年間、耳科研究班を率いて臨床・基礎研究に明け暮
れておりました。防衛医大では臨床では耳科学（鼓室形成術、側頭骨外科）
、聴覚医学、
めまい・平衡科学、唾液腺腫瘍、甲状腺腫瘍領域の責任者をしておりました。耳科手
術の他に、唾石に対する唾液腺管内視鏡手術を本邦耳鼻咽喉科では最初に開始し、症
例数は国内では最も多く発表を続けてまいりました。また、基礎研究では生化学講座
などとのタイアップにより、聴覚保持に重要な MAP キナーゼである Erk1/2 の内耳特
異的ノックアウトマウスや、急性音響外傷モデルマウスを用いて内耳障害の発症メカ
ニズム、予防、治療の開発を一貫して行ってまいりました。その間、医学研究科生（大
学院）の学位指導を 6 名行い、自宅から片道 1 時間 45 分の通勤でしたが充実した大学生
活を送りました。彼らの臨床、研究が一段落つくまで毎日帰宅しませんでしたが、そ
れもよい思い出です。
その後、様々の事由により、セコムが経営に参画する千葉県松戸市の新東京病院（病
床 400 床）に移り、3 人態勢の耳鼻咽喉科にて臨床に 3 年間勤務しておりました。新東
京病院では年間 450 例の手術を行い、千葉県内でも大学付属病院を含めて 10 位以内の
件数を達成しました。
そんな中で自分の中で、やはり医育機関で臨床・研究・教育を続けていきたいとい
う気持ちを強く持つようになり、以前より、私の名前を覚えて下さっていた大久保教
授に相談させて頂きました。大久保教授の心の広さに大変感銘を受け、入局させて頂
くことを決心いたしました。4 月に着任してから 5 ヶ月が経過しようとしていますが、
ようやく少しずつ病院、医局に慣れてきたというところでしょうか。青木准教授率い
る耳科・聴覚・めまい平衡科学診療の伝統を守りさらに発展させていけるよう微力な
がら努力させていただきたいと存じます。人工内耳、人工聴覚器の分野にも積極的に
参加していけたらと考えています。また、基礎研究のラボにおいては内耳障害の生化
新入会員自己紹介
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学的、組織学的、分子生物学的研究を継続できるように準備中です。新しい知見を発
見し、証明し、発信することの面白さを忙しい中でも他大学に負けないレベルの研究
を継続できるよう、やる気のある若い先生と共に成果を発信できたらと考えています。
大久保先生との出会いは 15 年以上前、私が大学院を卒業して北里研究所病院に出向
していた時でした。当時部長だった橋口一弘先生（OHIO チャンバーの H）に大久保先
生を紹介して頂き、アレルギー学をも学ぶ良い機会と考えアレルギー臨床を勉強しま
した。とうとうアレルギー学会専門医も取得しました。その後もアレルギー学の臨床
は興味のあるところであり少しでもお役に立てたらと思います。
プライベートでは、2 年前にふと思い立ちダイエットを開始、ジムで筋トレとランニ
ングを行い 1 年間で 15kg 減量に成功しました。現在はハーフマラソンと週一のテニス
で健康維持に努めています。
私の座右の銘は西郷隆盛と江戸城明け渡しの話をした勝海舟の『語録』の中の、
「こ
と未だ成らず 小心翼々 , こと将にならんとす 大胆不敵 , こと巳になる 油断大
敵」
（図）です。まず、
「こと未だ成らず」
、つまりこれから新しいことを勉強してゆこ
うという段階や、まだ成案に達していない段階においては、
「小心翼々」でなければな
らない、と言われているわけです。緻密に勉強、リサーチを充分にやり過ぎくらいや
らなければならない。次に、
「こと将にならんとす 大胆不敵」とは、十分に準備し、
さあこれからやろうとする時には、大胆不敵にやりなさい、もう実力も充分にあるし、
石橋を叩いて成果が出ているのだから、橋を大胆に渡りなさい、ということです。そ
して、
「こと巳になる 油断大敵」
、実力がついたのなら、油断しては駄目ですよ、と
いうことです。引き続き、この言葉を胸に、日本医大耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
のために自分ができること、後輩の満足のいく指導、研究の推進、学生の教育を偏り
なく頑張ってゆきたいと考えております。
橘鏡会の先生方、大久保教授を始め医局の先生方には今後とも末永いご指導、ご鞭
撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

新入会員自己紹介

橘鏡会誌 第 27 号 〈 15 〉

山崎 愛語（平成 13 年卒）

平素より橘鏡会の先生方には大変お世話になっておりま
す。
2017 年 1 月 1 日より日本医科大学千葉北総病院に勤務してお
ります山崎愛語と申します。簡単ではございますが自己紹介
をさせていただきます。
2001 年に山口大学を卒業し、今年で 17 年目となります。ポ
リクリでの頭頸部手術の見学をきっかけに頭頸部外科医を目
指し、山口大学耳鼻咽喉科に入局しました。入局後、耳鼻科全般の研修を行い、大学
院では嗅神経の再生の研究を行いました。
日耳鼻専門医と学位を無事に取得できましたが、頸部郭清ができるようにはなって
おらず、このままでは頭頸部手術ができるようにはならないだろうと考え、山口大学
を辞めることといたしました。
2008 年に郷里でもあり、頭頸部専門の北野博也先生が主宰されていた鳥取大学に入
局いたしました。1 年間鳥取大学で過ごした後、2 年間四国がんセンターで研修を行い
ました。四国がんセンターでは門田伸也先生が医長をされており、岡山大学の先生方
と共に多くの頭頸部癌、甲状腺癌症例を経験させていただきました。頭頸科内での診
断治療はもとより、形成外科、歯科、病理部、放射線科との合同カンファレンスなど、
頭頸部癌診療の系統的なトレーニングを受けることができました。
鳥取大学に帰学後は頭頸部癌の執刀を任され、一つの目標であった頭頸部がん専門
医も取得することができました。また、米国 MD アンダーソンにも 3 か月間研修に行く
こともできました。MD アンダーソンでは毎日並列で拡大手術が行われており、4 列並
列の日もありました。日本での数年分の症例をまとめてみることができ非常に勉強に
なりました。
帰国後には、研修医時代からの最大の目標であった前頭蓋底手術を執刀する機会が
ありました。
2017 年 1 月からご縁があり日本医科大学千葉北総病院でお世話になっております。今
後ともよろしくお願いいたします。

新入会員自己紹介
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大久保 由布（平成 25 年卒）

6 月より付属病院で勤務させていただいております大久保
由布と申します。2013 年、産業医科大学卒業、その後は同院
にて初期臨床研修を行い、2015 年より産業医科大学耳鼻咽喉
科・頭頸部外科にて勤務しておりました。母校の産業医科大
学では 6 年生の 6 月には入局先を決めるようになっており、私
もこの時期に耳鼻科を選択しました。5 年生の BSL で患者さ
ん一人一人にどのような治療をどこまでするかという医療が
抱える問題を目の当たりにする中、耳鼻科という診療科に惹かれたのは小児から高齢
者まで幅広い年齢層を対象とし、これから社会を作る世代や今社会を支えている世代
の治療に関わる事ができるという点だったのだと思います。
実際に働き始めると、耳鼻科がいかに幅広い分野であり、奥深い診療科かを感じる
日々です。耳鼻科と一括りに呼ばれてはいますが、耳・鼻・頭頸部それぞれが独立し
た分野として興味深く、個性的だと感じています。私は今年で耳鼻科 3 年目になります
が、今は幅広く耳・鼻・頭頸部を学びたいと思っています。
こちらに来させていただいた経緯について少しお話しさせていただきます。大学入
学から約 10 年間福岡に住んでおりましたが、実家は東京だった事もあり、働き始めた
頃から徐々に東京に帰りたいと思う気持ちが強くなってきました。ただ、母校の産業
医科大学の仕組み上、卒後、関連病院での勤務等いくつかの制限があり、なかなか踏
み出せずにいたのも事実でした。しかし、将来どこでどのように働きたいかを考えた
とき、やはりそろそろ東京に帰るタイミングなのではないかと思い立ち、調整を進め
てまいりました。その中で勤務先としては耳・鼻・頭頸部をバランス良く診る事がで
き、様々な疾患が集まる大学病院で働きたいと思っていました。そしてそのようなバッ
クグラウンドのため、たくさんのご迷惑をお掛けしながらも大久保公裕先生、酒主敦
子先生を始め、医局の皆さまには温かく迎え入れていただき今に至ります。
最後に、産業医科大学出身者として産業医学におけるトピックを皆さまにお伝えし
て終わりにしたいと思います。最近、産業医学の分野では presenteeism, absenteeism
という概念が唱えられているようです。これまで産業医学では病気や怪我による休職
者（= absenteeism）を対象とすることがほとんどでした。しかし、出勤はしていても、
病気のために十分なパフォーマンスを発揮できない人（= presenteeism）にも目を向け
るというのがこの概念です。耳鼻科は感覚器を扱う事もあり、患者さんの QOL に直結
する科です。私はこの presenteeism の概念をより広く捉え、会社で働く人も、そうで
ない人に対しても、その人が悩む症状を改善させることで、その人自身の能力をより
発揮できるよう治療にあたっていきたいと思っています。
これから微力ながらも医局の力になれるよう頑張っていきたいと思いますので、宜
しくお願い致します。
新入会員自己紹介
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会員からの近況報告
鯖江清水耳鼻咽喉科医院（鯖江市） 清水 元博（昭和 48 年卒）

眼鏡の産地で有名な福井県鯖江市に開業して以来、約 30 年となりました。その間、
公私にわたり橘鏡会の先生方には大変お世話になり有り難うございました。
現在、日常診療のほかに、支払基金審査員、日耳鼻福井県地方部会理事、同保険医
療委員会委員長や福井県耳鼻咽喉科医会副会長などを拝命し、2 年前からは鯖江市医
師会長として、2025 年に向けての地域医療構想や地域包括ケア関連の諸政策に取り
組んでおりますが、耳鼻咽喉科としてはなかなか難しいこともあるようです。
数年前まではゴルフでしたが、最近は風景写真撮影を趣味として余暇を見つけては
県内を動き回っています。

鈴木耳鼻咽喉科（下館市） 鈴木 榮一（昭和 54 年卒）：真田祭

4 月 29 日、上田市の真田祭に参加してきました。
テレビ東京 " なんでも鑑定団 " にご出演の、澤田平先生の指揮のもと全国より 5 隊の
鉄砲隊が集まり、火縄銃演武を行いました。今回は、NHK 大河ドラマ真田丸の影響
もあり、又、草刈正雄さんも参加して大変な賑
わいでした。
火縄銃演武とは江戸時代に造られた本物の火
縄銃を用い、黒色火薬で空砲を発射します。ア
ドレナリンが分泌され、最高の緊張と達成感を
味わえます。
ご興味がある方、一緒に火縄銃を撃ちません
か？ご連絡お待ちしております。

会員からの近況報告
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鈴木耳鼻咽喉科医院（横浜市） 鈴木 文雄（昭和 54 年卒）

横須賀線の東戸塚で開業して 27 年目になりました。長女（吉岡友真）が武蔵小杉
病院でお世話になっています。橘鏡会にはご無沙汰していますが、先生方にお会いす
るのが楽しみなので、来年からは出席しようと思います。
まだ 63 歳ですが、胃、前立腺の手術後で体力的には仕事がしんどくなってきました。
家で粗大ゴミにならないように、このまま仕事を続け、数少ない趣味を楽しみたいと
思います。

こさか耳鼻咽喉科（八千代市） 小坂 和己（平成 2 年卒）

千葉県八千代市に開業して、はや 18 年になりました。月に 1 回、微力ながら千葉北
総病院の外来診療のお手伝いに行っております。休みの日には、旅行やゴルフのほか、
我が家では最近ブームの相撲にはまっています。次男（中学 2 年）が小学 4 年から相
撲をしていて、その縁で 4 年前から千代田区相撲連盟の理事をするようになり、今年
の夏に次男が東京都中学生総合体育大会で優勝し、全国大会に出場することになりま
した。細身の私からは、想像できないことと思います‥‥。

会員からの近況報告
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陣内耳鼻咽喉科クリニック（渋谷区） 陣内

賢（平成 3 年卒）：私の現状

私は 2014 年末から日本東洋医学会漢方専門医を目指しています。元日本医科大学
の三浦於菟先生が作られた、東邦大学医療センター大森病院東洋医学科で、現在の部
長である田中耕一郎先生にお世話になり研修をさせていただいています。2 年が経過
した昨年秋から、東邦大学医療センター大橋病院で月に 1 回、第三月曜日午後に漢方
外来を担当させていただいています。当初は月1回の外来と月2回の研修だけでしたが、
有給の職員になった今年の 4 月からは、月 1 回の外来と毎週の研修に加え、月 2 回は
医局での症例検討会に参加しています。ご縁があり、山梨中医学研究会の幹事にも就
任するなど、多数の方々にご協力をいただきながら研修をしています。最終的にはク
リニックを漢方専門医認定施設にしたいと考えています。
今年の GW はベルリンの漢方研究会で発表をしました。22 年ぶりの海外での発表で
ビビリましたが、楽しんで参加できました。
現在は、自発性異常味覚の治療についてあれこれ考えています。今後も耳鼻咽喉科
に多くみられる不定愁訴に対して、どのように効果的に治療していくか、ということ
を常に課題として取り組み、これからは論文も書いていきたいと思っています。
東洋医学に関する学会発表
・五積散と補腎剤の相乗効果に関する一考察 .
日本東洋医学会関東甲信越部会 .

2015.11.22 千葉市

・咽喉頭異常感に対する耳鼻科における処方と効果 .
日本東洋医学会総会 .

2016.6 高松市

・咽喉頭異常感に対する耳鼻科における処方と効果（第 2 報）.
日本東洋医学会関東甲信越部会 .

2016.10.18 新潟市

・A case of successful treatment of Kampo medicine for olfactory disorder.
4th International Symposium for Japanese Kampo Medicine Berlin, 06.05.2017
・桂枝茯苓丸と帰脾湯で改善した耳鳴症の 1 例 .
日本東洋医学会総会 .

2017.6 名古屋市

会員からの近況報告
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ベルリンでの発表風景

ベルリンの学会後の宴会

学会で使用したポスター

会員からの近況報告
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みみ・はな・のどメディカルクリニック（足立区） 木村 まき（平成 8 年卒）

縁あって足立区の耳鼻咽喉科クリニックの雇われ院長として働いております。
忙しい毎日の中、少しでもリフレッシュできる自分の時間を持ちたいと考え、友人
を誘って高尾山に登ってみました。新緑の 5 月、花粉も飛び終わり清々しい空気をす
いながら気持ちよく登山道を歩きました。同業者の友人と、
あらゆるジャンルのおしゃ
べりを楽しみつつ（ストレス解消はやっぱりおしゃべりに限ります！）歩き、高尾山
グルメ（蕎麦と天狗焼き）もしっかり満喫しました。プチ登山、楽しすぎてハマって
しまう予感です。次回は下山後の温泉（とビール）と思っています。一緒に登ってく
ださる方、募集中です！

野沢耳鼻咽喉科（世田谷区） 椎葉 恭子（平成 14 年卒）

開業して早 4 年が経ちました。子供達も小学生になり、ママチャリは卒業しまし
た。最近のストレスは小学校のPTAです。月に1度の土曜午前に集会があるのですが、
土曜午前にクリニックを休診する訳にもいかず、嫌がる主人に参加してもらったり代
診をお願いしたりして何とかこなしています。

会員からの近況報告
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開業報告
牧の原なのはな耳鼻咽喉科開院にあたって
牧の原なのはな耳鼻咽喉科（印西市） 増野

聡（平成 12 年卒）

4 年前に内分泌代謝内科の杉原教授（日本医科大学サッカー部現部長）からサッカー
部の監督就任を打診されて「あと 10 年は大学にいるので構いません」とお答えした
時には、その 2 年後に家庭の事情で開業の決意を余儀なくされるとは全く予測してい
ませんでした。考え抜いて行動するのではなく方向さえ決まればとりあえず走り出す
タイプなので、2015 年晩秋の頃に一人で開業を決断した直後には妻→父母→大久保
教授→中村毅（同期）とすぐさま決意表明し、退路を断って開業の準備を始めました。
そこから僅か１年半で、放置されて雑草だらけだった印西の片隅の地に黄色い大きな
クリニックが鎮座し、元気すぎるスタッフに囲まれて多くの患者さんを診ているとい
う劇的な変化を、この文章を書くに当たって思い返してみると、自分の事ながら改め
て驚かされます。

開業に当たって、銀行や保険会社、設計会社や建築会社など、あまり接点のなかっ
た業種の方々との打ち合わせは忍耐を要しましたが、3 月末に退職、4 月頭に建物の
引き渡しを経てから開業まで１ヶ月半は多忙ではあったものの思い通りに診療をでき
る環境を整えることが非常に楽しく、
早く過ぎ去りました。また、
多くの先輩方から
「職
員の問題が一番大変」と伺っておりましたので、多少給与が高くても経験がなくても
とにかく人間的に良い人を基準に職員を選考したところ、すぐに意気投合してテキパ
キと仕事を始めてくれて、私が指示しなくてもどんどん準備を行ってくれたので大い
に助かりました。
開業報告
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2017 年 5 月 15 日の開院に当たっては、中溝宗永先生、神尾友信先生、山岸茂夫先生、
酒主敦子先生、杉崎一樹先生、吉岡邦暁先生、北総病院耳鼻咽喉科からお花を頂戴し、
島田早苗先生、渡辺健一先生、小泉康雄先生、中村毅先生、木村聡子先生、村上亮介
先生からお祝いの品を頂戴しました。直前の内覧会には村上亮介先生、原口美穂子先
生、そして北総病院の山崎愛語先生、小町太郎先生、秘書の蓬田さんにも足を運んで
いただきました。多くの橘鏡会の先生方にお祝いをしていただきましたこと、改めて
深く御礼申しあげます。
耳鼻科医院のない印西での開業ということで非常に忙しくなることは指摘されては
きましたが、さすがに閑散期の開業ですので最初はのんびりできると思っていたとこ
ろ、当てが外れていきなりトップギアでの仕事を余儀なくされており、今から繁忙期
に向けて恐怖を募らせておりますが、とにかくよく働いてくれるスタッフばかりなの
で、協力し合って乗り越えてゆきたいと思います。
日本医科大学サッカー部の監督という立場は変わらず、学生たちと飲みに行ったり、
日曜に試合に行ったりしており、そうした距離を保っていられるのは千葉北総病院の
近くで開業したことも大きく、今後も日本医大とは関わっていきたいと思っておりま
す。また、橘鏡会の会員としても頑張って参りたいと思いますので、今後ともご指導
ご鞭撻のほど、宜しくお願い申しあげます。

開業報告
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留学の近況報告
細矢

慶（平成 18 年卒）

2016 年 8 月からフランス、リールの Institut Pasteur de Lille に留学しております。大
久保教授に、こちらに 6 年半の留学をされていた関西医科大学付属病院の神田晃先生を
ご紹介していただき、半年間の国内留学を経てこちらへ留学させていただきました。
リールは 100 万人が暮らすフランス第 4 番目の都市です。パリから TGV で 1 時間半
ほど北上した場所に位置し、ロンドン、ブルッセルにも 1 時間程度でアクセスのでき
る便利な地域です。ベルギーに近接するため、ビールやポテトフライが美味しい地域
ですが、緯度は札幌より高いため、夏は短く、7 月 23 日現在で最高気温 22 度、最低
気温13度とかなり寒いのが残念ではあります。歴代興行収入新記録を作ったコメディ
映画“Bienvenue chez les Ch’
tis”
（面白いので是非見てください）にあるように北
フランスの天気は悪いのですが街の人々は温かいと有名な話があり、実際にその通り
で、拙いフランス語でもスーパーなどでの買い物を楽しんでいます。
Institut Pasteur de Lille は 1894 年に設立され、初代所長は BCG を開発したアルベー
ル・カルメットでした。私の所属する U1011 では、2 型糖尿病、循環器疾患、喘息に
対して分子生物学的アプローチを行っています。これまでの研究では、FXR、Reverba、RORa といった核内受容体に代謝レギュレーターとしての重要な役割があるこ
と、肥満の喘息の増悪に ILC が関与していることや、リンパ球の非存在下で好酸球由
来の IFN- γが喘息を誘導することなどが挙げられます。U1011 は 4 つのチームで構
成され、私の所属する Team 3 は David を頂点とする 12 名で構成されています。Post
Doc は私を含め 4 名で、ロシア、イタリア、ベルギーと出身国は様々です。研究室の
主な言語はフランス語、英語で、研究室全体でのミーティングでは英語を使用します。
こちらでの研究テーマは、マウスを用いて喘息モデルを作成し、好酸球の機能解明
を行っております。当初は、実
験を教えてもらうものの、英語
が未熟なために、質問もできな
いことがありましたが、今は少
しずつですが、英語も上達し、
実験が回るようになってきてい
ます。8 月にはベルギーでの鼻
の解剖実習にも参加予定です。
帰国時には研究・臨床とともに
少しでも貢献できたらと考えて
おります。
留学の近況報告
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各付属病院の近況
付属病院

医局長 酒主 敦子（平成 11 年卒）

付属病院では、大学院教授 大久保公裕を筆頭に以下 14 人の常勤医師及び 5 人の非
常勤医師が勤務しています。医局長は 2015 年 10 月より酒主敦子が勤めております。
臨床の業務は、相変わらず多忙を極めています。その中で最大の明るいニュースは
新しい 2 先生方を迎えられた事です。
松延毅（まつのぶたけし）准教授は 1995 年慶應義塾大学医学部を卒業され、慶應
義塾大学医学部附属病院耳鼻咽喉科、防衛医科大学校病院耳鼻咽喉科、新東京病院耳
鼻咽喉科耳鼻咽喉科で歴任された後、本年 4 月より付属病院へ赴任されました。御専
門は耳科学と唾液腺疾患です。臨床のみならず、医局運営についても要所で下さるア
ドバイスは短い言葉でも新鮮で非常に鋭く、ずっと医局を見て来られた先生かと錯覚
させられる程です。
赴任されて早々、鮮烈な手術室デビューを何と外耳道全摘出術で飾り、これからの
大活躍を誰もが確信させられました。
そして 6 月より大久保由布（おおくぼゆふ）研究生が仲間入りしました。2013 年産
業医科大学を卒業後、同大学病院で 2 年間の研修医期間を終了し、同大学独自のシス
テムであられる専門修練医期間 9 年間の内 2 年 2 か月を修了された後、自ら日本医大
へ飛び込んで来てくれました。産業医科大学耳鼻咽喉科学教室 鈴木秀明教授の寛大
な御計らいを頂き、現在は産業医科大学附属病院派遣医の身分を維持しつつ、当科の
臨床業務においては専修医と同等の勤務状況です。連日の深夜に及ぶ熱心な働きぶり
はさる事ながら、激務の後も医局での下世話な話に違和感なく溶け込んでくれる頼も
しい存在です。ここまで書いてから、読み手が想像するであろう人物像が俄かに不安
になって来ましたが、実際の由布さんは、どの状況下でも見事な落ち着きと優しい口
調、自然な笑顔を絶やさない美人医師です。
現在も付属病院は、新病院建築の為のアクションプラン 21 の最中です。2015 年の
新病棟オープン、外来移転に引き続き、2018 年 1 月の耳鼻科病棟の新病院移転が決定
しました。地道に日々の業務に尽力して来た我々にとってモチベーションを後押しし
てくれる本当に楽しみな出来事です。
新しくとは言え限られた院内のスペースゆえ、様々な制約は生じましたが、それで
も現役実働部隊の意見と希望が反映された新病棟処置室を見た時、身震いを覚えたの
は私だけではなかった筈です。
今後は人員を如何に増やし、後回しになってしまっている研究、学位取得をどうやっ
て推進させたらよいかが課題と真剣に考えています。人員不足や臨床業務、雑務の多
さを言い訳にせず、学術面を伸ばせる様、どうにか努力したいと思います。学術面の
各付属病院近況
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充実は、臨床と教育に還元されるという当たり前の事を、年数を重ねるにつれてより
痛感します。
橘鏡会の先生方には、多くの患者さんを御紹介下さり、御支援を頂き、感謝に堪え
ません。今後共引き続き御指導、御鞭撻を頂ければ有難く存じます。今後共どうぞ宜
しくお願い申し上げます。

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 7 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：若山望、鈴木
宏隆の計 5 人の常勤医と、非常勤医師：石田麻里子（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石田先生が退職され、助教の吉岡が育児休
暇を取得しており、昨年度より 2 名減員となっております。3 月末で佐藤が千駄木異
動し 7 月に鈴木が異動してくるまでは 4 名体制となっておりました。若山は大学院を
卒業し 8 月から助教となりました。
本年度から日本医科大学で短時間勤務女性医師制度が設立され、週 20 時間勤務と
いう変則的な勤務ができるようになりましたが、給料や週の仕事時間の自由度は依然
としてバイトの方が高く、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が、大学側の制度作りも必要でなかなか改
善されていない現状があります。
平成 27 年度までは人員の補充と手術枠増加により 5 年連続の増収を続けておりまし
たが、昨年は手術枠も限界となっておりわずかに減収しており、人員の減少により本
年度はさらに厳しい状況が予想されます。鼻科手術は松根、若山が主に担当し、内視
鏡下での鼻副鼻腔腫瘍手術や、鼻腔涙嚢吻合術、後鼻神経切断術なども積極的に行っ
ております。耳科手術については青木先生、相原先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。症例数は少ないですが、既手術例やアブミ骨
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。鈴木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 はクリニカルクラークシップ（CC）と名前を改め、引き続き千駄木と
武蔵小杉の 2 病院で同数ずつ担当しておりましたが、本年 10 月からは 4 年生から 70 週
となり時期が重なるため、北総と分担することとなりました。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、金井先生（元昭和
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大学講師・近隣のこすぎ耳鼻科院長）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。
武蔵小杉病院の病診連携講演会は本年 2 月で 5 回位目を迎え、関西大学の友田先生
にナビゲーションについてのお話をしていただきました。
武蔵小杉病院の建て替えは、本年 10 月から基本設計・実地設計を始め、再来年の
平成 31 年４月より着工する計画が出来ていると 5 月の部長会で坂本理事長が断言され
ておりました。これまでも度々遅延があり不透明ですが、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。

多摩永山病院

医局長 齋藤 明彦（平成 8 年卒）

多摩永山病院は昭和 52 年に開院して以来、東京西部多摩地域の基幹病院として「災
害拠点病院」や「東京都指定二次救急医療機関」
、そして「HIV 拠点病院」
「東京都が
ん診療連携拠点病院」等地域に貢献すべく幅広い活動をしています。
そのような多摩永山病院ですが、現在耳鼻科の常勤医は後藤部長と医局長である私
斉藤の二人で、平均年齢 50 歳近い若手不在の医局となりました。
この一年間の人事では 3 月に原口先生が退職され、また嘱託医として週 1 回外来診
療をおこなってもらっていた木村聡子先生が 5 月で、齋藤亜希子先生が 7 月で多摩永
山病院での診療を終了しました。
原口先生は退職されましたが週 3 回ほど外来診療を手伝って頂いており、また、昨
年から引き続きなかがわ耳鼻咽喉科院長の福元晃先生に月 1 回木曜日の診療を手伝っ
て頂いており両先生には大変感謝しております。
外来診療をおこなう人手が減った事もあり、今までは月曜から土曜まで毎日外来を
おこなっていましたが、4 月から手術日の金曜日は外来を閉じさせて頂きました。金
曜日以外の午前の一般外来の他には火曜日午前に一般外来と並行して補聴器外来を、
火曜日午後にアレルギー外来を、金曜日午後に補聴器外来をおこなっています。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治療のために、月一回第一水曜の
午後に診察に来て頂いております。
永山病院耳鼻科では昨年度までは水曜日と金曜日を手術日としていましたが、医局
員が減った事もあり 4 月から手術枠を減らし金曜日のみ手術日としています。鼻手術
を後藤部長が担当し、私が扁桃摘出術・ラリンゴマイクロ・頭頸部手術などを担当し
ています。中耳手術は千駄木から松延毅先生に来て頂いております。手術枠は半分に
減らしましたが、手術患者自体は減っているわけではないので、手術の予定を組もう
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と思っても2か月以上先になってしまったりして手術を決めるのも一苦労となります。
夏休みには 1 日に 4 件続けてアデノイドや扁桃摘出をやらなければいけなくなったり
もしており、患者さんや手術目的に紹介して下さった先生方には大変御迷惑をおかけ
しております。
医局員は減ってしまいましたが、医療の質は落とさぬよう頑張ってまいりたいと思
いますので宜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、昨年度から部長が長谷川臨床教授に交代し、新しい体制となって
おります。平成 28 年 10 月には、待望の増員として、付属病院の加藤大星医員が出向
してきてくれました。付属病院における良い評判通り、熱心に朝早くから夜遅くまで
頑張ってくれております。乳児から高齢者まで問わず、一般の耳鼻咽喉科疾患全般に
わたる外来診療はもちろん、長谷川部長から直々に耳科手術を教わったり、鼻科手術
をメインで執刀したり、扁摘を最初から最後までやり遂げる件数を増やしたりと、千
駄木での業務とは少し異なった経験を地道に積んでおります。食事が１日１回夜だけ、
いつ寝ているのかわからないような生活サイクルは、多少心配な点ではありますが、
今年“パパ”となった加藤医員が、公私ともにより充実して、北総での経験も活かし
て、付属病院でのレベルアップにつながってくれればと思います。
また、平成 29 年 1 月からは、鳥取大学より山崎愛語臨床准教授が赴任してきてくだ
さいました。詳細は自己紹介の通りですが、専門は頭頸部腫瘍です。実際には悪性腫
瘍治療の開始には至っておりませんが、良性腫瘍や膿瘍などの咽喉頭、頸部疾患の全
般を中心にご指導いただいております。特に、頸部超音波検査を外来中にルーチンで
行う体制を築いてくださり、甲状腺の超音波検査所見に関する医局内での講義もして
いただきました。改めて超音波検査の有用性を実感しております。また、喉頭蓋膿瘍
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に対する鉗子付きファイバー下の排膿処置は斬新な方法でした。喉頭蓋膿瘍や頸部膿
瘍に対して、徹底的に排膿する姿勢も勉強になっております。1 年契約であることが
非常に残念ですが、退職されるまで少しでも勉強させていただきたいと思います。
そして、この１年間の中でもっとも大きな変化は、長年にわたり、千葉北総病院お
よび日本医科大学耳鼻咽喉科へ多大なるご貢献をいただきました馬場俊吉教授のご退
職でした。馬場教授には、今までのご指導や功績に対して感謝の念に堪えません。本
来なら耳鼻咽喉科学教室全体としての退職パーティーが開催されるべきでしたが、馬
場教授の強いご希望など様々な諸事情があり、北総病院医局としての退任祝賀会のみ
開催する運びとなりました。その分、普段行うような送別会とは異なり、4 病院ふく
めた教室の先生方や OB、OG の先生方、千葉北総病院の看護師や事務方、業者問わ
ずさまざまな部署から積極的に協力いただいて、ビデオメッセージを作成して 2 部構
成で上映しました。その準備の段階でも、馬場教授の人望の厚さを改めて実感するこ
とができました。当日は馬場教授にも喜んでもらえて本当に良かったと思います。ご
協力いただきました耳鼻咽喉科学教室の先生方、OB、OG の先生方にも、改めて感謝
申し上げます。
なお、馬場教授は千葉県木更津市のアクアリハビリテーション病院での新しい生活
をスタートされており、当直までなさっていると伺っております。谷津保健病院など
外勤先ではまだ定期的に交流させていただいておりますので、引き続きご指導のほど
お願い申し上げます。
そして、馬場教授退職後は、長谷川賢作臨床教授を部長として、山崎臨床准教授、
医局長の私、吉野綾穂医員、加藤大星医員の 5 人体制で診療にあたっております。
（写
真 1）
長谷川部長の新しい方針として、火曜金曜の手術日の外来を、予約と紹介、緊急症
例に限ったものと制限することで、手術および若手の執刀時間を増やす方針となり、
平成 29 年 5 月半ばから変更しました。手術の教育体制として以前より効率良くなって
おります。また、長谷川部長の耳手術を行う体制もようやく整ってきました。厳しい
指導を受けながら、特に加藤医員や若手看護師のレベルアップに寄与していると思い
ます。鼻科手術では、
長谷川部長のご配慮で、
平成28年11月に鳥取大学の竹内裕美教授、
中村陽祐病棟医長の内視鏡下鼻副鼻腔手術（ESS）と涙嚢鼻腔吻合術（DCR）を見学
させていただきました。丁寧な手術手技の他、若手への指導方法、眼科との連携方法
など短期間ではあるものの大変勉強させていただきました。まだ全ては活かせており
ませんが、DCR を耳鼻咽喉科単独ではあるものの正式に始められたこと、吉野医員
が一般的な ESS であれば概ね執刀できるようになってきたことはこの 1 年で大きな成
果だったと思います。そして、頑張り屋の加藤医員が苦手意識をもっている扁摘に関
しては、まれに非常に困難な症例にもあたっておりますが、加藤医員執刀の手術すべ
て安全に終われていることは自信につながっているものと思います。その他、頭頸部
各付属病院近況
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腫瘤に関する手術も、加藤医員が中心となって積極的に取り組んで、山崎臨床准教授
にときに厳しく指導を受けながら研鑽を積んでおります。
馬場教授退職後も、小坂和己先生、島田健一先生には、それぞれ第 3 水曜、第 2 木
曜の外来診療に変わらず助けていただいており、いつも大変感謝しております。また、
付属病院を昨年度で退職された増野聡先生が近隣の印西牧の原でご開業されたこと
は、医療連携の点からも北総病院にとって大きな意味がありました。開院早々に盛況
とのことでお忙しいところ、早速ご紹介もいただいており大変感謝しております。引
き続き連携を密にとっていきたいと思います。
最後になりますが、現在秘書を勤めてもらっている蓬田さんが、家庭の事情のため、
この 7 月で退職されます（写真 2）
。後任の秘書は 9 月から赴任してもらう予定です。
今後も千葉北総病院は異動の連続で体制が変わっていく予定ですが、長谷川部長の
指導のもと引き続き努力していきたいと思いますので、今後とも、橘鏡会の先生方の
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

写真 1：千葉北総病院スタッフ

写真 2：秘書蓬田さん送別会

各付属病院近況
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地域連携研究会
千駄木耳鼻咽喉科セミナー

第回千駄木耳鼻咽喉科セミナー
日時：年月日 木 ～
会場：ホテルパークサイド
東京都台東区上野
参加費：円

謹啓 時下、先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、この度、下記の要領にて第回千駄木耳鼻咽喉科セミナーを開催させていただきます。
 ご出席賜りますようご案内申し上げます。
                                                  謹白

～
製品紹介 『ミティキュアダニ舌下錠』 鳥居薬品株式会社
          司会日本医科大学付属病院 酒主敦子 先生
～       座長日本医科大学付属病院 大久保公裕 先生

１．『めまい診療のポイント

－最近の症例の経験から－』

                     日本医科大学付属病院 加藤大星 先生



２．『アレルギー性鼻炎に対する当科での治療

－免疫療法と手術療法－』

                     日本医科大学付属病院 村上亮介 先生



３．『頭頸部癌の診療
       －最近経験した症例の治療経過報告－』


                     日本医科大学付属病院 横島一彦 先生


●ご参加の際には日本耳鼻咽喉科学会専門医学術集会参加報告票をご持参いただき、受付でご提出ください
●会終了後に情報交換会を予定しております。
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武蔵小杉耳鼻咽喉科セミナー

第  回武蔵小杉耳鼻咽喉科セミナーのご案内
謹啓 厳寒の候、先生方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
このたび、下記の通りに第  回武蔵小杉耳鼻咽喉科セミナーを開催させて頂くことになりました。ご多用
中とは存じますが、何卒ご出席賜りますようよろしくお願い申し上げます。
謹白
＊＊＊＊＊プログラム＊＊＊＊＊
日時：平成  年  月  日（土） f
場所：ホテルプラム横浜  階「3DODLV5R\DO」
               横浜市西区北幸     7(/

【製品紹介】 f  ディレグラ配合錠の最新の話題について       サノフィ株式会社
◆開会の辞◆ f
      日本医科大学武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科 教授            松根 彰志 先生

第  部
f
座長  川崎市耳鼻咽喉科医会 医会長  藤岡耳鼻咽喉科医院 院長       藤岡 治 先生

『舌下免疫療法などアレルギー性鼻炎治療の 8S'DWH』
日本医科大学大学院医学研究科 頭頸部・感覚器科学分野 教授    大久保 公裕 先生

第  部
【特別講演】 f 
＊専門領域講習
座長  日本医科大学武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科 教授               松根 彰志 先生

『頭頸部癌治療の現況と問題点』
    近畿大学医学部奈良病院  耳鼻咽喉科 教授                家根 旦有 先生
＊この演題は開始  分以降の入場はできません


◆閉会の辞◆
日本医科大学大学院医学研究科 頭頸部・感覚器科学分野 教授    大久保 公裕 先生
＊講演会終了後、情報交換会の場をご用意しております。
共催：川崎市耳鼻咽喉科医会  サノフィ株式会社
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平成 28 年度 日本医科大学付属 4 病院の実績報告
外来診療実績
外来患者数
付

属

初診
平成 28 年

平成 29 年

4月

武蔵小杉

再診

513

1,864

初診

千葉北総

再診

139

1,125

初診

多摩永山

再診

146

1,160

初診

再診

121

853

5月

524

1,636

209

1,161

182

1,082

122

776

6月

517

1,776

187

1,186

168

1,243

136

748

7月

535

1,861

162

194

177

1,179

138

856

8月

494

1,762

156

1,238

146

1,299

118

881

9月

485

1,783

134

1,156

150

1,119

110

768

10 月

557

1,763

140

1,207

143

1,152

129

809

11 月

442

1,569

152

1,200

127

1,242

119

745

12 月

502

1,855

163

1,260

132

1,245

128

912

1月

461

1,599

143

1,092

144

1,033

113

723

2月

483

1,604

132

1,200

145

1,168

132

844

3月

549

1,797

139

1,361

170

1,298

133

896

6,062

20,869

1,856

13,380

1,830

14,220

1,499

9,811

小計
合計

26,931

15,236

16,050

11,310

入院患者数
付
平成 28 年

平成 29 年

武蔵小杉 千葉北総 多摩永山

4月

55

34

27

8

5月

41

23

21

12

6月

55

27

31

20

7月

58

36

46

23

8月

59

26

39

22

9月

57

22

29

19

10 月

65

25

34

19

11 月

56

31

31

9

12 月

53

23

36

14

1月

47

19

50

16

2月

55

21

47

8

3月
合計

属

55

24

43

19

656

311

434

189
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手術実績

耳科手術
鼻科手術
口腔咽喉頭手術
頸部良性疾患手術
頸部悪性腫瘍手術

手術名
付属
鼓室形成術
30
鼓膜チューブ挿入術
38
アブミ骨手術
2
顔面神経減荷術
2
先天性耳瘻管摘出術
0
鼓膜形成術
3
乳突削開術
12
その他
0
小計
87
内視鏡下鼻・副鼻腔手術
107
鼻中隔矯正術
57
鼻甲介切除術
104
涙嚢・鼻涙管手術
1
顎・顔面骨折整復術
1
経鼻的翼突管神経切除術
14
その他
2
小計
286
扁桃摘出術（両側で 1 件）
87
アデノイド切除術
3
口蓋垂・軟口蓋形成術
0
唾石手術
3
舌下線手術
5
喉頭微細手術
40
嚥下機能改善、誤嚥防止、音声機能改善手術
2
咽頭気管狭窄
1
その他
1
小計
142
深頸部膿瘍切開術
11
顎下腺良性腫瘍摘出術
10（*腺内唾石手術含む）
耳下腺良性腫瘍摘出術
61
甲状腺良性腫瘍摘出術
1
舌・口腔良性腫瘍摘出術
4
咽頭良性腫瘍摘出術
2
鼻・副鼻腔良性腫瘍摘出術
1
リンパ節生検
54
頸部嚢胞摘出術
10
顎下腺摘出術
*
頸部皮下腫瘍摘出術
8
副咽頭間隙良性腫瘍手術
1
その他
1
食道異物摘出術
2（うち、経頸部 1）
その他異物摘出術（外耳・鼻腔・咽頭）
117
筋肉内異物摘出術
0
気管切開術
57
小計
340
舌・口腔悪性腫瘍摘出術
18
咽頭悪性腫瘍摘出術
15
下咽頭悪性腫瘍手術（TPL）
7
頸部郭清術
41
顎下腺悪性腫瘍摘出術
1
耳下腺悪性腫瘍摘出術
2
甲状腺悪性腫瘍摘出術
6
鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術
2
喉頭悪性腫瘍摘出術
12
聴器癌手術
1
小計
105
合計
960

日本医科大学付属 4 病院の実績報告

武蔵小杉
17
45
1
0
7
4
8
0
82
117
69
105
1
0
26
0
318
92
57
6
0
11
22
0
0
0
188
1
0
3
0
16
4
4
6
1
4
1
0
0
0
51
1
2
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
682

千葉北総
46
17
3
4
4
2
11
2
89
118
74
81
1
0
0
1
275
53
28
0
3
1
17
0
2
0
104
0
4
1
0
1
3
4
8
2
0
1
0
3
0
22
0
6
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
524

多摩永山
2
10
0
0
2
1
0
1
16
52
9
4
0
3
0
0
68
39
15
0
0
0
6
0
0
1
61
0
3
2
2
1
0
1
7
1
0
0
0
0
0
記録しておらず
0
0
17
*
（* 口腔含む）
1
0
0
0
0
1
1
0
0
3
165
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関連病院近況
神尾記念病院

理事長・院長 神尾 友信（平成 5 年卒）

私が院長に就任して 8 年目を迎えました。就任当初に比べると、だいぶ心身ともに
落ち着いてきたと感じてはいますが、病院を運営するにあたり、院内外の様々な方々
の力を借りたりアドバイスを受けたりしながら試行錯誤の日々を送っています。
当院は、男性 7 名 ･ 女性 3 名の計 10 名の常勤医が中心となって、耳科 ･ 鼻科 ･ 咽喉頭
疾患の診療を主として行っています。
外来は 1 日平均の患者総数が約 350 名、うち新患が約 50 名程です。受診のきっかけ
は時代を表してかインターネットによるものが半数を超えますが、医療機関からのご
紹介も 1 日に 10 数名あります。橘鏡会の先生方からもご紹介を頂いており、感謝申し
上げる次第です。
入院は手術治療が中心で、
昨年度は耳科手術約200例、
ESS約300例ほか、
合計で1,000
例近くの全麻手術を行いました。
近年のトピックスとしては、昨夏より石井副院長の担当で人工内耳手術を開始し、
中途失聴の方を中心に同手術を約 10 例行っています。術後のリハビリも順調に進ん
でおり、最初の症例の方には、術後半年程経過した頃に当院が主催する懇話会にお招
きし、ご自身の体験談をお話し頂きました。その中で「どのようにしたら失った聴力
を取り戻せるか分からず悩んでいる方々に対し、先生方から『人工内耳がどれほど有
効であるか』をもっと伝えて欲しい」と仰ったことが印象的でした。今後もこうした
聞こえに悩む方々の力となれればと考えています。
眼科専門病院として高名な井上眼科病院さんとは勉強会を共催するなど親しくお付
き合いをしていますが、同院の涙道疾患を専門とされている先生と当院の比野平恭之
先生（鼻副鼻腔診療部長）が合同で、鼻涙管閉塞症に対する涙嚢鼻腔吻合術（鼻内法）
を行っています。単科の病院同士が共同して手術を行うのはなかなか難しいですが、
自院が取り扱う疾患を拡大できたのは喜ばしいことと思います。
最後になりますが、現状に満足することなく技術 ･ 知識の習得に励み、良質な医療
の提供を追及していきたいと考えておりますので、今後とも諸先生方にはご指導ご鞭
撻の程、宜しくお願いいたします。

関連病院近況
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総合相模更生病院

島田 早苗（昭和 38 年卒）

総合相模更生病院（耳鼻咽喉科）の来歴、概要は橘鏡会開始 26 号に記載されてお
ります。
病院周辺の話題として、隣接する米国補給廠の一部が（約 8％）返還されすでに新
しい道路ができました。将来的にサッカー場なども候補に挙がっているようです。ま
た、新しい交通手段として小田急線唐木田駅（多摩地区）より相模原駅まで交通路が
延長されるとの事で、益々病院周辺は活気に溢れる地域になると事と思います。
【耳鼻科概要】
（スタッフ）

常勤：島田早苗、 頼

徳成

非常勤：大学医師（３名）

スタッフ写真

平成 28 年度

診療体制は次の通りです

診療時間
9：00 ～
11：30

月
島田
頼

火
島田
頼

水
頼
非常勤

14：00 ～
16：30

島田
頼

手術日

頼
非常勤

（火） 手術日は

木
手術日
めまい外来
手術日（小）

鼓膜閉鎖術、鼓膜切開術
チュービング
鼻茸切除術

【平成 28 年度症例統計】
（外来）
（入院）
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初診

2,793 名

外来患者総数

16,111 名

入院総患者数

1,102 名

再診
一日平均

13,318 名
55 名

金
島田
頼
島田
頼

土
島田
非常勤
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手術件数

平成 28 年度 （平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月）

術式名

件数

術式名

件数

口蓋扁桃、アデノイド

24

口蓋扁桃摘出術

36

鼻内副鼻腔手術（下甲介を含む）

31

鼻出血（全麻下）

2

アデノイド切除術、チュービング

5

喉頭蓋嚢腫摘出術

4

喉頭ポリープ切除術（悪性部分切除）

9

顎下腺摘出術（唾石含む）

6

喉頭異物除去術（魚骨など）

4

耳下腺腫瘍摘出術

4

気管切開術

1

頸部腫瘍摘出術

3

鼓室形成術、乳突洞開放術

5

中耳根治術

4

鼓膜形成術

6

気管切開術後閉鎖術

1

合計

181

外来手術
術式名

件数

術式名

件数

鼻出血

7

鼓膜切開術、チュービング

15

鼓膜閉鎖術

10

口唇嚢腫摘出術

4

合計

36

【病院概要】

病院外観 駅屋上より

OPE 室

関連病院近況
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花と森の東京病院

鈴木 香代（平成 4 年卒）

開院から 4 年余りが過ぎ、そろそろ安定期かと思っていました。しかし、昨年度は
臨床検査技師が複数退職して聴力検査がままならない危機に瀕し、病院からの募集だ
けでは間に合わず私自身が検査員を探す必要に迫られました。運よく見つかり、何と
かこの危機を抜け出すことができ、今はホッと胸をなでおろしています。そして、2
年にわたり非常勤で外来診療を担当してくださっていた岩村美生先生が、2017 年 7 月
で辞されることになりました。
4 年間で徐々に受診患者数が増えたとは言え、外来診療のみです。なかなか診療に
必要な器材の購入の申請が通りません。そのためかなり旧式の機器しかないので、困
ること、やりにくいことが多々あります。昨年度は使用していたオージオメーターが
故障し、もう修理不能な旧式だということで新規購入。それと、電子スコープ 1 本を
購入してもらうことができました。それがやっと、というのが現状です。そのため、
土曜の診療に来てくださっている大学の先生方にもご迷惑をおかけすることが多く心
苦しく思っています。少しずつ診療環境の向上にも努めたいと思います。どうか今後
ともよろしくお願いいたします。
～花と森の診察室から～
80 代前半の T さんは、がっちりとした体格で、いつも先生先生と診察中に話しか
けてくれ、冗談ばかり言っている副鼻腔炎の患者さんです。数年前から忘れたころに
ひょっこり受診しては私をクスッと笑わせてくれる下町のおじいちゃんといった感じ
でした。
今年 2 月、2 か月ぶりにいらした時、急に痩せて、ご家族と一緒でした。T さんか
らは何も話してくださらなかったので“お痩せになりましたね。T さんが元気でいて
くれないとつまらないな。
”と言ったら、ご家族が“お気づきになりましたか？そう
なのです。最近痩せて元気がないのです。
”とおっしゃっていました。多発動脈瘤、
高血圧などがあり、内科で加療中でした。
4 月にいらした時はファイバーの後失神してしまい、驚きましたがややあって意識
が戻り、内科にその後受診する予定だったので主治医の先生にいきさつを話しました。
これまでも何度もおこしているとのことでさしたる処置や検査もなく帰られたようで
した。
5 月にいらした時にはおひとりでした。T さんの前の方の話が長引いてしまい、だ
いぶお待たせしてしまいました。診察室に入ってこられて“先生、前の人長かったね。
30 分以上話してたね。先生も大変だね。
”と言って下さり、状態が改善したのだと嬉
しく思っていました。しかし、その 4 日後、朝布団の中で亡くなっているのをご家族
が発見し、内科で死亡確認されていました。
今も診察中疲れた時やイラッとした時に T さんの笑顔が浮かび、深呼吸すると少し
優しい気持ちになれる気がします。
関連病院近況
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博慈会記念総合病院

杢野 恵理子（平成 5 年卒）

博慈会記念総合病院に勤務して 3 年が過ぎようとしています。今日まで勤続できた
ことも、日頃から付属病院や橘鏡会の先生方にご援助頂いているおかげと感謝してお
ります。
振り返るとこの 3 年間、良くも悪くも緊張感が続く毎日でした。以前の橘鏡会誌で
もお伝えしましたが、当院は足立区西部に位置する基幹病院として多くの患者さんが
受診されます。そのため、一般的な耳鼻咽喉科疾患だけでなく、教科書でしか見たこ
とがないような稀な疾患や、全身疾患による症状で受診される症例も少なくなく、診
断に苦慮する時があります。つい先日も、顔面浮腫から上大静脈症候群と判明した方
がいました。また、急性炎症から神経疾患、進行癌まで様々な重症例が受診され、対
応に緊迫する時もあります。昨年末には喉頭浮腫の患者さんが受診、気管切開を要す
ると考え付属病院に救急搬送させて頂きましたが、既に頸部・縦郭膿瘍および細菌性
ショックを生じており危機的状況でした。しかしながら、付属病院の先生方のご加療
により手術、透析などを経て回復、約 3 か月後にリハビリ目的で当院に転院というこ
ともありました。
他にも、院内の甲状腺疾患を診ることになり甲状腺超音波や細胞診の勉強をしたり、
嚥下内視鏡検査を始めることになり嚥下講習会に行ったりと、卒後 24 年目ですがい
まだに研修医さながらの日々を送っています。また、昨年は他大学の先生からお声が
かかり、急性中耳炎の全国サーベイランスに関わらせて頂きました。この際には多く
の橘鏡会 OB の先生方にご協力頂きましたことを改めてお礼申し上げます。
外来は昨年に引き続き火曜日に付属病院の三輪正人教授にご担当頂き、その他の曜
日を私が診療しております。これからもいろいろな経験がありそうですが緊張感を保
ちつつ、より良い診療ができるよう努力していきたいと思います。先生方には今後と
もご指導ご鞭撻賜りますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。

関連病院近況
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学会参加報告
第 55 回日本鼻科学会 総会・学術講演会参加報告

若山

望（平成 21 年卒）

昨年、2016 年 10 月 13 日（木）〜 15 日（土）に第 55 回日本鼻科学会が行われ参加
してまいりましたので報告させていただきます。今回の学会は獨協医科大学が主幹
であり宇都宮市の栃木県総合文化センターでの開催でした。日本鼻科学会は会員数約
2,000 人であり、今回の学会でも一般演題 268 例と日本耳鼻咽喉科学会の関連学会の中
でも特に活気のある学会の一つであります。当教室からはランチョンセミナーとして
大久保大学院教授、松根教授、後藤病院教授の 3 演題、一般演題は小町先生、加藤先生、
佐藤先生そして若山の 4 演題の研究報告してまいりました。また、座長として三輪臨
床教授、長谷川臨床教授も参加し、当教室より計 9 名参加して参りました。
今回の学会では当教室の先生方によるランチョンセミナーでは多くの聴講者が集ま
り、当教室の鼻アレルギーのレベルの高さを感じる事ができました。また学会中、及
びその後の懇親会等では他大学の先生方と議論することにより、更に知識を深める事
ができ、加え成果として一般演題で私の『新規マクロライド誘導体 EM900 のヒト鼻
腔上皮細胞における抗炎症作用の検討』の報告で座長推薦をいただく事が出来ました。
これを機に、今後論文作成をしていこうと思います。
さらに、今回の学会特徴としては獨協医科大学の手術室と中継を結び、解剖検体及
び実際の手術症例の ESS（内視鏡下副鼻腔手術）のライブ講習を行うなど、例年の鼻
科学会にはない取り組みであり、他大学の手術を見学することにより当教室医局員に
とって良い刺激を受ける事ができました。その一方で、基礎研究に対するハンズオン
セミナーも開催されました。こちらにも、当教室の若手医師らが参加して基礎研究の
基本を学ぶ事により、今後大学病院として臨床だけではなく、研究への探求心や向上
心が刺激されました。

鼻科学会集合写真

学会参加報告
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また、この鼻科学会の特徴として他大学との交流・つながりがとても盛んである事
です。学会期間中はもちろんの事、学会終了後にはフットサルで若手の先生から教授
クラスの先生も含め交流しております。それをきっかけにして他大学の著明な先生方
と、垣根もなく臨床の事や研究の事などを相談デスカッションできるのも、この学会
の魅力と思います。
今年 2017 年も 9 月 28 日（木）〜 30 日（土）に第 56 回日本鼻科学会が山梨県甲府市
で開催されます。今回も多くの当教室員参加予定であり、また良い報告ができればと
思います。

学会後のフトッサル交流にて

学会参加報告
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日本頭頸部外科学会を終えて

加藤大星（平成 24 年卒）

平成 29 年 2 月 2 日、3 日に東京都新宿区の京王プラザホテルで
開催された第 27 回日本頭頸部外科学会に参加させていただきまし
た。耳鼻咽喉科頸部外科に入局して 3 年目が終わろうとしていま
したが、入局からこれまで毎年演題発表をしてきた学会です。演
題名は、
「耳下腺に生じた IgG4 関連疾患の 1 例」です。本疾患は
耳下腺に生じることは稀であり、鑑別疾患を中心に考察をしまし
た。座長推薦を頂くことができ、近日中に日本頭頸部外科学会誌に論文掲載される予
定です。御一読下さいますと幸いです。準備に関しては、学会発表、論文作成ともに、
今までは一から十まで指導医の指示に従い作成をしてきましたが、今回は一から九く
らいまでで納まったのではないかと思っております。頭頸部腫瘍班の先生方には厚い
御指導を頂き、大変感謝しております。また、今回の学会では私の他に、上司である
稲井俊太先生は「頸部郭清術を先行した進行下咽頭癌症例の検討」
、坂井梓先生は「顎
下部動静脈奇形の一例」を発表し、それぞれ座長推薦をいただいております。頭頸部
腫瘍班が積み重ねてきた業績が 1 つの形になったものと思います。この流れにさらに
勢いをつけられるよう、今後の学会活動に力を注ぎたいと思います。
早いもので、私も来年に耳鼻咽喉科専門医試験を迎えます。受かって当然、と言わ
れるこの重圧に負けないよう、日々の診療を深く掘り下げたいと思います。そして、
今後は現在研究している唾液腺手術後の顔面神経麻痺の評価方法や、医局の諸先輩方
の論文を参考にした喉頭摘出後の鼻症状の変化などの臨床研究を形にしたいと考えて
おります。

学会参加報告
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学位取得報告
学位取得の報告および大学院生活を振り返って

若山

望（平成 21 年卒）

指導医である松根先生を始め多くの医局員の先生のご指導もあり、学位審査を経て、
この度学位授与いただきましたので報告させていただきます。
私は 2009 年に岩手医科大学を卒業後、東京都済生会中央病院で初期臨床研修を経
て 2011 年 4 月に耳鼻咽喉科・頭頸部外科の専修医として当教室に入局をさせていただ
きました。2 年間付属病院で耳鼻科医専修医としての臨床基礎を学び、その後学位取
得を目標に大学院に進学する事を決意しました。
しかし、大学院に進学するにあたり、臨床と距離を置く事に私ながら恐怖心のよう
なものがありました。その事を大久保教授に相談したところ、武蔵小杉病院で松根
彰志教授のもとで臨床も行いながら、基礎研究も行い学位取得をする事を勧められ、
2013 年 4 月より大学院入学および武蔵小杉病院へ異動となりました。異動してすぐに
松根教授からは 2 つの課題を与えていただきました。基礎系の研究として『鼻の上皮
細胞を使用しての新規マクロライドの抗炎症作用の検討』
、臨床系の研究として『好
酸球性副鼻腔炎とカンジダの皮内反応の検討』の課題をいただきました。以前の武蔵
小杉病院は施設内に先端医学研究所（元老人病研究センター）はあるものの、病院と
しては研究施設が整っておりませんでした。しかし、2011 年に松根教授が鹿児島大
学から日本医大武蔵小杉病院に赴任され、臨床研究にも力を入れていくべきだとご尽
力いただき、今まではほぼ物置状態であった部屋を臨床の先生でも使えるように研究
室を整備していただと伺っています。現在では先端医学研究所の助けもあり、CO2 イ
ンキュベーターやフリーザーはもちろんの事、ELISA の洗浄機・RT-PCR など一通り
の研究設備が整っており臨床研究を始め培養細胞の研究などの基礎研究を行うには申
し分のない環境での研究スタートでした。また、臨床面でも松根教授の積極的な近隣
医療施設との交流もあり、紹介患者数および手術症例数も年々増加しており、とても
充実した環境でありました。
しかしながら、現実はそんなに甘くはなく、臨床と基礎研究の両立にはかなりの苦
難もありました。主に私の扱っていたのは手術症例での副鼻腔上皮細胞でしたので、
手術を行い、その日のうちに実験室で処理、その後数日かけて培養や刺激及びサイト
カインの計測と一見単純に思えたものの、臨床の合間にそれを行う事の苦労、そして
その結果が思うように出ないときもありその落胆は想像を上回るものでありました。
そんな中、松根教授はとても温かく、そして時に厳しく指導していただき、様々な学
会にも演題を出すように指導してくださいました。2014 年にはオランダ、2016 年に
はスウェーデンと 2 回もヨーロッパ鼻科学会・国際鼻科学会でも発表させていただき、
研究会も合わせると各年 5 回以上は様々場所で学会発表する機会をいただきました。
学位取得報告
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国内外の様々な学会で発表及び参加する機会をいただく事により、研究だけではなく
臨床的にも視野が広がり素晴らしい経験を積む事ができとても感謝しております。
そして、この度『好酸球性副鼻腔炎とカンジダの皮内反応の検討』で論文作成した
ものが Auris Nasus Larynx 雑誌に投稿受理され、その後学内の学位審査経て学位授
与をいただきました。内容は好酸球性副鼻腔炎の手術症例を対象とした臨床研究であ
り、好酸球性副鼻腔炎の難治症例において真菌であるカンジダへのアレルギー皮内反
応遅延型が有意に高い事を示した臨床論文となっております。好酸球性副鼻腔炎は昨
年難病指定になった疾患であり、手術施行後も一定の確率で再発難治をおこします。
そのため、この発見により術前にある程度、難治症例であるかどうかを予測すること
が期待できると考えております。また現在、もう一つの研究テーマである『新規マク
ロライドの抗炎症作用の検討』の論文も仕上がり、雑誌に投稿中であります。
今回、論文投稿及び学位授与に至るまで、大学院教授である大久保先生を始め、直
接の指導者である松根先生、そして医局の先生方には多大な協力いただきました。こ
の場をお借りしてお礼を申し上げます。
今回、大学院生活で学んだ経験を耳鼻咽喉科の今後の研究・臨床に役立てるように
していきたいと考えております。

武蔵小杉病院研究室 1：
実験机、ここでELISA、RT-PCRをやっております。

武蔵小杉病院研究室 2：
ドラフトチャンバーもあり細胞培養しております。

ヨーロッパ鼻科学会・国際鼻科学会 2016 年スウェーデン：
当医局の松根教授、吉岡先生も一緒に発表しました。
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Objective: Eosinophilic chronic rhinosinusitis (ECRS) is frequently complicated by asthma, and
recognized as refractory and persistent rhinosinusitis. However, the detailed pathophysiology of
ECRS has not been elucidated yet. In this study, we investigated the association between recurrent
ECRS and intradermal testing to multi-antigens including Candida albicans.
Methods: The subjects were 49 cases of bilateral chronic rhinosinusitis including 24 ECRS cases.
They underwent endoscopic sinus surgery and submitted to pathological examination. Prior to
surgery, peripheral blood eosinophil count, total and antigen-specific IgE levels (11 categories), and
intradermal tests (5 categories) were carried out in all patients. These patients were followed-up for
longer than 3 months. We compared the results of preoperative and postoperative clinical
examination data between ECRS and non-ECRS (NECRS) cases.
Results: Positive reaction of the delayed type of intradermal testing to C. albicans was significantly
more often observed in ECRS than NECRS cases. (P < 0.01) Additionally, these positive reaction
cases exhibited significantly higher recurrence of nasal polyps and symptoms of ECRS (P < 0.05).
Conclusion: These results suggest the involvement of (Coombs) type IV allergic reaction to
C. albicans in the pathophysiology of ECRS.
© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords:
Eosinophilic chronic rhinosinusitis
Type IV allergic reaction (Coombs)
Candida albicans
Pathogenesis
Prognosis

1. Introduction
Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRS wNP) [1,2]
and the marked infiltration of eosinophils in the paranasal
mucosa is termed eosinophilic chronic rhinosinusitis (ECRS)
[3–8]. It is frequently complicated by asthma, and recognized as
refractory rhinosinusitis that may recur. Recently, diagnostic
criteria were proposed through the JESREC study [4], but the
detailed mechanism remains to be clarified. Currently, only the
systemic administration of oral steroids is effective. For
treatment, endoscopic sinus surgery (ESS) and postoperative
oral steroid therapy are performed.

* Corresponding author.
E-mail address: waka84@nms.ac.jp (N. Wakayama).

Nonatopic eosinophilic inflammation of the airway may be
involved in the pathogenesis of ECRS [5,7]. Concerning the
detailed mechanism, the involvement of arachidonic acid
metabolism disorder [8], Staphylococcus aureus enterotoxin
(SAE) superantigen [9], and fungus [10–13] have been
reported. These factors may influence the innate/acquired
immune systems, causing eosinophilic inflammation and
refractory recurrent conditions.
Asthma, which is a frequent complication, has been reported
to be related to Candida albicans [14–16]. It has been reported
that C. albicans stimulates the production of IL-5 by helper
T-cells (Th-cells) of asthmatic patients, inducing eosinophilic
inflammation [17], and that eosinophilic inflammation and
allergic airway inflammation are exacerbated by the proliferation of fungi in the intestinal flora, particularly, C. albicans

http://dx.doi.org/10.1016/j.anl.2017.05.009
0385-8146/© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
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[18]. The proliferation of C. albicans in the intestinal flora may
exacerbate allergy through an increase in the blood prostaglandin E2 level, and increase the level of macrophage migrationinhibiting factor (MIF), which induces delayed allergic
responses, through the activation of macrophages (an increase
in the number of M2 macrophages) [18–24].
In this study, we investigated the association between
recurrent ECRS diagnosed based on the diagnostic criteria
established in the JESREC study and (immediate, delayed)
intradermal test responses to C. albicans. We performed this
study to consider delayed hypersensitivity reaction-enhancing
effects of C. albicans in patients with ECRS.

Of patients who underwent ESS in the Department of
Otorhinolaryngology, Nippon Medical School Musashi Kosugi
Hospital between August 2012 and July 2015, the subjects were
49 with bilateral chronic rhinosinusitis, excluding those with
unilateral rhinosinusitis, inflammation of the maxillary sinus
alone, such as odontogenic maxillary sinusitis, a single
paranasal lesion, cystic diseases, choanal polyps, or fungal
sinusitis and those who had received steroids before surgery.
Allergic fungal rhinosinusitis (AFRS) cases were not include
in this study [25].

Nasal discharge samples were taken from the middle nasal
meatus by cotton swab. Eosinophil in nasal discharge were
checked by smear stained by Wrigh’s stain solution and
Giemsa’s stain solution (Muto Pure Chemicals Co., Ltd. Japan).
3. Intradermal test
The method of the intradermal test is as follows.
Examination items were House dust, Cedar, C. albicans,
Alternaria, Aspergillus and Control which was negative control
(Torii Pharmaceutical Co., Ltd. Japan). The control consisted
water solution including 0.9%NaCl and 0.5% phenol. The other
allergens diluted 10,000 times. The items were subcutaneously
injected 0.02 ml on the anterior surface of the forearm.
Immediate reactions were evaluated 15 min after intradermal
test, and delayed reactions after 48 h. Patients with a flare
diameter of 20 mm or an urticarial lesion diameter of 9 mm
were regarded as showing positive reactions [26].
4. Culture tests
In 19 of the 49 subjects, culture tests of maxillary/ethmoid
sinus fluid and mucosa with inflammation were conducted.
Culture test was performed more than a week to detect fungi by
using these mediums, Pourmedia Sheep Blood Agar M58,
Pourmedia Modified DRIGALSKI Aga, Candia GS Agar,
Sabouraud Dextrose Agar (Eiken Chemical Co. Ltd. Japan).
For all cases of 49, pathological examination was conducted
to detect fungi as well.

1) Pathological diagnosis, definitive diagnosis of ECRS

3) Postoperative evaluation of recurrence

A specimen of the ethmoid sinus mucosa was collected
during surgery, and submitted for pathological examination.
According to the criteria established in the JESREC study,
patients with a tissue eosinophil count of 70 at a 400-fold
magnification were definitively diagnosed with ECRS
[4]. Based on the results of pathological examination, ECRS
was differentiated from non-ECRS (NECRS). The background
of ECRS and NECRS patients (n = 24 and 25, respectively) is
shown in Table 1. There were no differences in the age or sex
between the two groups.

Regular examinations were conducted at the outpatient
clinic of our hospital for more than 3 months after surgery.
Refractory rhinosinusitis induces topical mucosal thickening
even after ESS, leading to recurrent polyps. In patients with
refractory ECRS, polyps may recur after ESS, transiently
subsiding through the use of oral/nasal steroids. However, the
discontinuation of steroid therapy may result in recurrence,
requiring additional steroid therapy or making withdrawal from
steroids difficult in some patients. Therefore, patients who
received the systemic administration of steroids during
postoperative follow-up were regarded as showing an
unfavorable course.

2. Subjects and methods

2) Preoperative examination items
Prior to surgery, the following items were investigated in all
patients:
1. Peripheral blood eosinophil count, total IgE level, and
antigen-specific IgE level
The method of the IgE test were used an Oriton IgE kit1
(Nippon Chemiphar, JAPAN). Examination items of antigenspecific IgE were House dust, Dermatophagoides pteronyssinus, Cedar, white cedar, alder, Ambrosia, Dactylis glomerata,
cat and dog skin, C. albicans, and Aspergillus.
2. Nasal discharge eosinophil count

4) Comparison and analysis
We compared the results of preoperative examinations and
postoperative follow-up between the ECRS and NECRS
groups. For statistical analysis, the Mann–Whitney U-test,
Fisher’s exact probability, and Yates’ chi square test were used.
Prior to this study, its protocol was approved by the Ethics
Review Board of Nippon Medical School Musashi Kosugi
Hospital (Permission number: 252-25-20). Furthermore, UMIN
registration was conducted.

Table 1
Classification of ECRS and NECRS based on the results of pathological (N = 49).

ECRS
NECRS

Number of patients

Age

Bronchial asthma

Aspirin-induced asthma

Sex (M:F)

24
25

49.3 years (71-28)
49.5 years (78-18)

9
2

1
0

13:11
18:7

ECRS = eosinophilic rhinosinusitis, NECRS = non-eosinophilic rhinosinusitis.
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Table 2
Comparison of peripheral blood eosinophil counts, total IgE level and antigen-specific IgE score between the ECRS and NECRS groups.
Eosinophil counts (%) Total IgE level (IU/ml) Antigen-specific IgE level
Dermatophagoides pteronyssinus (IU/ml) Cedar (IU/ml) Candida (IU/ml) Aspergillus (IU/ml)
ECRS
7.7 (3.51)
NECRS 4.3 (3.56)
P Value P < 0.01

179.46 (240.24)
189.59 (223.45)
P = 0.35

2.78 (6.63)
1.95 (6.51)
P = 0.15

5.92 (9.30) 0.21 (0.55)
5.35 (12.23) 0.03 (0.14)
P = 0.24
P = 0.22

0.21 (0.55)
0.35 (1.60)
P = 0.31

There was a significant difference in the peripheral blood eosinophil count between the ECRS and NECRS groups.
There were no significant differences in serum total/antigen-specific IgE levels between the ECRS and NECRS groups.
Examination items of antigen-specific IgE were House dust, Dermatophagoides pteronyssinus, Cedar, white cedar, alder, Ambrosia, Dactylis glomerata, cat and dog
skin, Candida albicans, and Aspergillus.
ECRS = eosinophilic rhinosinusitis NECRS = non-eosinophilic rhinosinusitis.
Mann–Whitney U-test.

This research is supported by grants from the fundamental
scientific research (C) is supported by the Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan
(Grant No.26462589).
3. Results
1. There was a significant difference in the peripheral blood
eosinophil count between the ECRS and NECRS groups (onetailed, P < 0.01; P = 0.0013) (Table 2).
2. There were no significant differences in the nasal
discharge eosinophil count (Table 3) and serum total/antigenspecific IgE levels (Table 2).
3. An allergic antigen intradermal test demonstrated positive
delayed reactions to C. albicans in 67% of the patients in the
ECRS group. There was a significant difference between the
ECRS and NECRS groups (one-tailed, P < 0.01; P = 0.00011).
There was no significant difference in any other antigen
intradermal test (Table 4).
4. Evaluation was performed 3 months after surgery. In the
ECRS group definitively diagnosed based on the results of
pathological examination, recurrence were noted in 15 of the
24 patients; the results were significantly poorer than in the
NECRS group (one-tailed, P < 0.01; P = 0.00007) (Table 5).
In the ECRS group, delayed intradermal reactions to C.
albicans were detected in 13 of the 15 patients with an
unfavorable course, showing a significant difference (onetailed, P < 0.05; P = 0.0215) (Table 6).
5. In 19 of the 49 subjects, culture tests of maxillary/ethmoid
sinus fluid and mucosa with inflammation were conducted.
However, these patients were negative for C. albicans. It was
impossible to identify C. albicans in topical areas on
histopathological examination in any of the patients.
Table 3
Number of nasal discharge eosinophil-positive patients.
Eosinophils in nasal discharge

Positive

Negative

ECRS
NECRS

8
7

9
9

ECRS = eosinophilic rhinosinusitis, NECRS = non-eosinophilic rhinosinusitis.
There were no significant differences in the nasal discharge eosinophil count.
Yates2  2 Chi square test.

4. Discussion
ECRS is a type of CRSwNP characterized by multiple
bilateral nasal polyps, and marked infiltration of eosinophils in
the paranasal mucosa. This type of rhinosinusitis is more
refractory than NECRS with less marked eosinophil infiltration,
and may more frequently recur [5]. The incidence of asthma is
high, and oral steroids are effective, but the pathogenesis
remains to be clarified. In Japan, the JESREC study [4] was
published in 2014, and diagnostic criteria for ECRS were
established. In this study, the rate of peripheral blood
eosinophils in patients with ECRS was significantly higher
than in those with NECRS. This was similar to the results of
previous studies, including the JESREC study [3–7]. In
addition, the postoperative course was unfavorable in the
ECRS group, and the number of patients requiring oral steroids
was significantly greater. This was also consistent with the
results of previous studies [3–7]. In this study, various allergic
antigen tests were performed. In the ECRS group, the
proportion of patients with delayed intradermal reactions to
C. albicans was significantly larger. In particular, compare with
non-responders belonging to this group, those responders
exhibited unfavorable course. These results suggest the
involvement of delayed allergic reactions to C. albicans in
refractory ECRS.
According to previous studies, fungal infection/sensitization
in the topical nasal and paranasal mucosa can be ruled out as a
mechanism involved in ECRS [8,27]. In this study, there was no
topical involvement of C. albicans in any patient based on
histopathological findings. In 19 subjects, culture tests of
maxillary/ethmoid sinus fluid and mucosa with inflammation
were conducted, but C. albicans was not identified in any
patient. Briefly, the pathogenesis of ECRS differs from that of
fungal allergy in the topical areas of the paranasal mucosa, that
is, allergic fungal rhinosinusitis (AFRS), or fungal infection
[25].
In ECRS, positive delayed type reactions to C. albicans is
caused by type IV allergic reaction to C. albicans, this reaction
differs from that of AFRS which is caused by type I/III allergic
reaction to fungi. This shows that ECRS is be entirely distinct
from AFRS.
But, C. albicans exists in the skin, digestive tract, and nasal
cavity as normal bacterial flora. According to Hirotsu’s study,
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Table 4
Antigen intracutaneous reaction test.
Preoperative assessment

Intracutaneous result HD

Cedar

15 min

48 h

15 min

48 h

15 min

48 h

15 min

48 h

15 min

48 h

ECRS

＋

Positive rate

5
19
21%

0
24
0%

8
16
33%

0
24
0%

5
19
20%

16
8
67%

2
22
8%

1
23
4%

2
22
8%

0
24
0%

NECRS

＋

Positive rate

9
16
36%

1
24
4%

5
20
20%

1
24
4%

4
21
16%

3
22
12%

0
25
0%

0
25
0%

2
23
8%

0
25
0%

Candida

Alternaria

Aspergillus

P = 0.345 P = 1.000 P = 0.345 P = 1.000 P = 0.946 P < 0.01* P = 0.235 P = 0.490 P = 1.000 –

P Value

ECRS = eosinophilic rhinosinusitis, NECRS = non-eosinophilic rhinosinusitis, HD = house dust. Yates2  2 Chi square test or Fisher exact test.
*
P < 0.01.
Table 5
Postoperative course.
Postoperative course

Favorable course

Unfavorable course

ECRS
NECRS

9
23

15
2

ECRS = eosinophilic rhinosinusitis, NECRS = non-eosinophilic rhinosinusitis.
The ECRS group significantly poorer than the NECRS group (P < 0.01).
Fisher exact test.

fungal were detected in nasal polyp cells of ECRS by PCR
(polymerase chain reaction) [12]. Former studies including
Hirotsu’s one [12,13] reported that immunological steps with
fungal antigen is important and involved in pathology of ECRS.
As ECRS is considered to be eosinophilic inflammation related
to immunological regulatory failure [8], C. albicans and
component of Candida may be involved in immunoregulation.
Previous studies indicated the association between
C. albicans and nonatopic adult-onset asthma [14–16]. Mori
et al. reported that the stimulation of monocytes from nonatopic
asthma patients with C. albicans activated CD4-positive Th
cells, leading to IL-5 production. This suggests that IL-5 causes
eosinophilic inflammation of the tracheal mucosa [17]. In
particular, refractory ECRS is complicated by nonatopic asthma
in many cases. Both ECRS and asthma may be associated with
eosinophilic inflammation of the paranasal/tracheal mucosa,
respectively; their pathogenesis may be similar. Actually,
Okano et al. [13] and Hirotsu et al. [12] reported that the
stimulation of fungal extracts which also including C. albicans
leads to IL-5 production from nasal polyp cells. Therefore,
C. albicans may induce IL-5 secretion by activating Th cells
even in patients with ECRS, causing eosinophilic inflammation,

as reported by Mori et al. However, among Th cells, which
secrete IL-5, Th2 cells are dominant [28], and it is unclear
whether Th1 cells, which play a central role in the pathogenesis
of type IV allergy, are similarly activated. In the future, whether
stimulation with C. albicans activates Th1 cells should be
examined. Also, further studies are needed in order to clarify the
factors that only C. albicans involved in delayed allergic
reaction unlike other fungal (Alternaria and Aspergillus) in case
of ECRS.
Recently, a study reported that the proliferation of fungus, as
a type of enteric bacteria, especially C. albicans, exacerbated
eosinophilic inflammation or allergic airway inflammation
[18]. Other studies indicated that the proliferation of C. albicans
in the intestinal flora promoted the exacerbation of allergy and
activation of M2 macrophages through an increase in the blood
prostaglandin E2 level [21–23], suggesting that activated
macrophages secrete macrophage migration-inhibiting factor
(MIF). MIF is a humoral factor involved in delayed allergic
reactions [29]. Therefore, the intestinal proliferation of
C. albicans may induce asthma development/exacerbation,
the deterioration of eosinophilic inflammation in the presence
of rhinosinusitis, and activation of M2 macrophages through an
increase in the prostaglandin E2 level in patients with refractory
conditions, enhancing MIF and causing delayed allergic
reactions. We suggest that this is also one of factors of the
type IV allergic reaction to C. albicans in the ECRS. It is very
interesting that proportion of C. albicans in the intestinal flora
induce the local eosinophilic hyper infiltration as reported in
internal medicine journal, however, detailed mechanism of
these phenomena has been still unclear. In the future, these
issues should be resolved through further study to clarify the
pathogenesis of ECRS.

Table 6
Delayed intracutaneous reactions to Candida and the course in the ECRS group.

ECRS

Delayed intracutaneous
reactions to Candida

Favorable course
(total 9 cases)

Unfavorable course
(total 15 cases)

Tissue eosinophil count
(400-fold magnification)

Positive
Negative

33.3% (3/9)
66.6% (6/9)

86.7% (13/15)
13.3% (2/15)

177.5 (79.2)
207.5 (92.8)

ECRS = eosinophilic rhinosinusitis, NECRS = non-eosinophilic rhinosinusitis.
Positive reaction cases exhibited significantly higher recurrence of nasal polyps and symptoms. (P < 0.05) Fisher exact test.
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5. Conclusion
In ECRS, positive delayed type reactions to C. albicans were
observed significantly more often than in NECRS, which
simultaneously correlates significantly with the higher incidence of recurrent ECRS. There were no positive pathological
or micro organic examination data indicating local infection or
allergic pathology in noso-paranasal sinus mucosa. Recently,
increasing C. albicans in the intestinal flora is assumed to play
an important role in the pathophysiology of eosinophilic
inflammation in asthmatic cases. More studies are needed on
ECRS from this view point.
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論文
英文
【原著】
1） Otsuka H, Tsukagoshi H, Kimura H, Takahashi I, Okubo K：Are respiratory
viruses involved in preseasonal symptoms or severity in Japanese cedar
pollinosis? Allergy Rhinol（Providence）. 2016.1, 7(2)62-68.
2） Otsuka H, Takahashi I, Tokunou S, Endo S, Okubo K：Involvemnet of
Stahylococcus aureus and Moraxella catarrhalis in Japanese cedar pollionosis.
Am J Rhinol Allergy. 2016.2, 30(3), 99-106.
3） Mochizuki M, Minowa F, Ishimoto C, Gin A, Ishioka K, Okubo K：The effect of
aging biochemical markers in equine serum. J Equine Veterinary Sci. 2016.4,
42(1), 1-6.
4） Shiozawa A, Miwa M, Ono N, Sasaki D, Hirotsu M, Nakamura M, Ikeda K,
Okubo K, Okumura K：Alteration of the values of nasal epithelial barrier
function after one time application of topical corticosteroids around cedar pollen
antigen provocation. Proc Airway Sec Res. 2016.4, 17(1), 1-6.
5） Okubo K, Inoue, Y, Numaguchi H, Tanaka K, Oshima N, Matsumoto Y, Prohn
M, Mehta A, Nishida C, Geroge P：Montelukast in the treatment of perennial
allergic rhinitis in pediatric Japanese patients；an open-label clinical trial. J
Drug Assessment. 2016.7, 5(1), 6-14.
6） Hashiguchi K, Wakabayashi K, Togawa M, Saito A, Okubo K：Therapeutic
effect of bilastine in Japanese cedar pollinosis using an artificial exposure
chamber（OHIO chamber）. Allergology Int. 2016.6, 66(1),123-131.
7） Bousquet J, Farrell J, Crooks G, Okubo K：Scaling up strategy of the chronic
respiratory disease programme of the European innovation partnership on
active and healthy aging（Actin plan B3：Area 5）. Clin Transl Allergy. 2016.7,
6(29), オープンアクセス 256.
8） Okubo K, Gotoh K, Asako M, Nomura Y, Togawa M, Saito H, Honda T, Ohashi
Y："Efficacy and safety of birastine in Japanese patients with perennial allergic
rhinitis：A muti-center, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup phase III study". Allergology Int. 2016.7, 66(3), 97-105
9） Miwa M, Hasan S, Miwa M, Okubo K：Filaggrin exists in human nose. Allergol
Int. 2016.7, 65(3), 338-340.
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10） Okubo K, Gotoh M, Togawa M, Saito A, Ohashi Y：Long-term safety and
efficacy of bilastine following up to 12 weeks to 52 weeks of treatment of
Japanese patinents with allergic rhinitis：Resluts of an open-label trial. Auris
Nasus Larynx. 2016.8, 44(3), 294-301.
11） Kanzaki S, Hashiguchi K, Wakabayashi K, Suematsu K, Okubo K：Histamine
antagonist bepotastine suppress nasal symptom cussed by Japanese cedar and
cypress pollen exposure. J Drug Assess. 2016.9, 27(5), 15-23.
12） Bousquet J, Helling P, Agache A, Okubo K：ARIA 2016：Care pathways
implementingemerging technologies for predictive medicinein rhinitis and
asthma across the life cycle. Clin Transl Allergy. 2016.12, 6(47). オープンアクセ
ス 267.

和文
【総説】
1） 山口智，松根彰志：鼻アレルギー . 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 . 2016.4, 88(5), 166175.
2） 後藤穣：スギ花粉症に対する舌下免疫療法の適応と実際 . ENTONI. 2016.5,
5(193), 19-24.
3） 松根彰志：後鼻漏症候群 . 感染と抗菌薬 . 2016.6, 19(2), 158-162.
4） 松根彰志：アレルギー性鼻炎およびその関連鼻疾患の病態における VEGF の関
与耳鼻咽喉科と慢性炎症 . 2016.6, 5(2), 58-63.
“好酸球増多性鼻炎”と関連の可能性 . JOHNS.
5） 松根彰志：Local Allergic Rhinitis：
2016.6, 32(6), 701-705.
6） 後藤穣：アレルギー疾患の治療総論

アレルゲン免疫療法 . 日本医師会雑誌 .

2016.6, 145（特別 1）, 110-111.
7） 後藤穣：アレルギー性鼻炎治療の新たな展開

開発中の新しい治療薬 . JOHNS.

2016.6, 32(6), 737-740.
8） 後藤穣：アレルギー性鼻炎におけるステロイド点鼻薬の使い方 . 小児科 . 2016.6,
57(4), 357-363.
9） 後藤穣：アレルギー疾患の治療総論

アレルゲン免疫療法 . 日本医師会雑誌 .

2016.6, 145(S1), S110-S111.
10） 後藤穣：舌下免疫療法の現状と展望

アレルギー性鼻炎 . アレルギー・免疫 .

2016.7, 23(8), 1072-1079.
11） 松根彰志，大久保公裕："One airway, one disease からみた喘息と鼻副鼻腔炎：
耳鼻咽喉科からのアプローチ ". 日本内科学会雑誌 . 2016.10, 105(10), 1935-1941.
12） 松根彰志：抗 LT 薬，抗 PGD2.TXA2 薬はアレルギー性鼻炎の鼻閉に有効か .
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PROGRESS IN MEDICINE. 2016.11, 36(11), 19-22.
13） 後藤穣：抗ヒスタミン薬はアレルギー性鼻炎のすべてに有効か . Progress in
Medicine. 2016.11, 36(11), 1463-1467.
14） 松根彰志：小児アレルギー性鼻炎診断の問題点とその克服の意義 What are
clinical problems to overcome in pediatric pollinosis and allergic rhinitis? THE
CHEMICAL TIMES. 2017.1, 1(1), 18-21.
15） 原口美穂子，後藤穣：スギ花粉症の鼻症状への対策 . 医学と薬学 . 2017.2, 74(2),
103-109.
16） 後藤穣：アレルギー性鼻炎に対するアレルゲン免疫療法 . 日耳鼻 . 2017.2, 120(2),
140-143.
17） 後藤穣：新規抗ヒスタミン薬 . アレルギー・免疫 . 2017.2, 24(2), 176-182.
18） 松根彰志：セルフケアの効果検証 . アレルギー・免疫 . 2017.3, 24(3), 92-97.
19） 松根彰志：症状から見た救急疾患の診断と治療の手順

顔面痛 . JOHNS. 2017.3,

33(3), 297-300.
20） 松根彰志：アレルギー性鼻炎・好酸球性副鼻腔炎 . アレルギー・免疫 . 2017.3,
24(4), 82-88.

【原著】
1） 若山望，三枝英人，山口智，中村毅，小町太郎，門園修，愛野威一郎，粉川隆行，
松岡智治，伊藤浩之：原因が特定できない混合性喉頭麻痺症例の臨床的検討：19
年間にわたる 16 症例の検討 . 日本気管食道科学会会報 . 2016. 6, 67(3), 201-208.
2） 渡邊健一：エピジェネティックスと生命現象の制御 . 日本医科大学医学会雑誌 .
2016.12, 12(4), 118-126.
3） 川内秀之，大久保公裕，奥泉薫，亀田博之，黒野祐一：ディレグラ R 配合錠の
患者の申し出による鼻症状の評価と生活の質の改善効果：日本人通年性および
季節性アレルギー性鼻炎患者における実地臨床下での検討 . アレルギー・免疫 .
2016.12, 23(12), 103-122.
4） 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：耳下腺手術
後の口唇運動麻痺の多様性と顔面神経下顎辺縁枝障害の関係について . 頭頸部
外科 . 2017.2, 26(3), 363-366.
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学会発表
特別講演
《国内学会》
1） 松根彰志：One airway,One disease：耳鼻咽喉科の立場から . 日本アレルギー学
会（第 65 回）. 東京 , 2016.6.

招待講演
《国際学会》
1） Okubo. K：Efficacy and safety of sublingual immunotherapy tablet in patients
with Japanese cedar pllnosis：A double blind, randomised, placebp-controlled
study. The 12th Research Symposium on Human Natural Defence System.
Seoul, 2016.1.

《国内学会》
1） 中溝宗永：頸部腫瘤の鑑別診断 . 練馬区医師会学術部

臨床研究会 . 東京 ,

2016.1.
2） 中溝宗永：頸部腫瘤の鑑別診断 . 清春会学術講演会・講習会（第 48 回）. 東京 ,
2016.9.

教育講演
《国内学会》
1） 横島一彦：明日からの診療に役立つ頸部腫瘤の診かた . 日本耳鼻咽喉科学会東
京都地方部会

アレルギー・感染症セミナー（第 20 回）. 東京 , 2016.11.

シンポジウム
《国際学会》
1） Okubo. K：SQ HDM SLIT-tablet, a global solution：Evidence from Japan.
European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2016. Viena, Austria,
2016.6.

《国内学会》
1） 大久保公裕，久田智，前田裕子，大島信之，田中宜之：デスロラタジンによる季
節性アレルギー性鼻炎患者を対象とした第 III 相 2 重盲検比較 . 日本アレルギー
学会（第 65 回）. 東京 , 2016.5.
2） 大久保公裕：ダニ舌下免疫療法の実際 . 日本アレルギー学会（第 65 回）. 東京 ,
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2016.5.
3） 大久保公裕，山本屋肇：DP1 拮抗薬 ONO-4053 の季節性アレルギー性鼻炎に対
するプラセボ，
プランルカストを対照とした第 II 相試験 . 日本アレルギー学会
（第
65 回）. 東京 , 2016.5.
4） 大久保公裕，増山敬佑，岡宮和弘，今野昭義：TO-203（ミティキュア）第 II/III
相臨床試験報告 . 日本アレルギー学会（第 65 回）. 東京 , 2016.5.
5） 増山敬佑，大久保公裕，岡宮和弘，今野昭義：TO-203（ミティキュア）第 II/III
相臨床試験報告：成人および小児の部分集団における有効性および安全性の比較 .
日本アレルギー学会（第 65 回）. 東京 , 2016.5.
6） 中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，坂井梓，加藤大星，大久保公裕，大
橋隆治：手術療法を主とした耳下腺悪性腫瘍の予後に関わる問題点（唾液腺悪性
腫瘍の分子病理から見た治療法の展望−予後向上を目的とした新たな展開を中心
に−）. 日本口腔・咽頭学会（第 29 回）. 松江 , 2016.9.
7） 三輪正人：ドライノーズから考えるドライシンドローム：タフノーズへの展開 .
第 4 回 日本ドライシンドローム学会 . 東京 , 2016.9.
8） 大久保公裕：アレルギー性鼻炎に対するアレルギー治療薬 . 総合アレルギー講
習会（第 3 回）. 横浜 , 2016.12.

セミナー
《国内学会》
1） 大久保公裕：舌下免疫療法：アレルギー性鼻炎に対する最新知見 . 日本鼻科学
会（第 55 回）. 宇都宮 , 2016.1.
2） 後藤穣：アレルギー性鼻炎に対するアレルゲン免疫療法 . 日本鼻科学会
（第 55 回）
.
宇都宮 , 2016.9.

ワークショップ
《国際学会》
1） Matsune. S：Introduction of catheter therapy for sinusitis. Yonsei university
college of medicine, Lecture. Seoul, 2017.3.

一般講演
《国際学会》
1） Matsune. S,：Local Allergic Rhinitis（LAR）in Nippon Medical School,
Musashikosugi Hospital. The 12th Research Symposium on Human Natural
Defense System. Seoul, 2016.1.
2） Matsune. S：Local allergic rhinitis in our university hospital. The 12th Research
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Symposium on Human Natural Defense System. Seoul, 2016.1.
3） Miwa. M, Hasan. S, Hirose. T, Nakajima. N, Miwa. M, Okubo. K, Okumura.
K：Filaggrin in human nasal mucosa. The 16th Japan-Korea Joint Meeting of
Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery . Tokyo, 2016.3.
4） Okubo. K, Yamamotoya. H：Phase II clinical trial of ONO-4053, a novel DP-1
antagonist, in patients with seasonal allergic rhinitis. European Academy of
Allergy and Clinical Immunology 2016. Viena, Austria, 2016.6.
5） Okubo. K, Okamoto Y, Yonekura S, Gotoh M, Kaneko. S, Imai. T：Efficacy and
safety of sublingual immunotherapy in patients with Japanaese cedar pollinosis.
European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2016. Viena, Austria,
2016.6.
6） Okubo. K, Togawa. M, Honda. T, Hashiguchi. K：Efficacy of bilastie in Japanese
cedar pollinosis ： results of a randomised, double-blind. 4-way crossover,
placebo-controlled, phase II study using artificial exposure chamber（OHIO
chamber）. European Academy Allergy and Clinical Immunology 2016. Viena,
Austria, 2016.6.
7） Matsune. S, Ishida. M, Wakayama. N, Yoshioka. Y, Yamaguchi. S, Sekine. K,
Okubo. K：LOCAL ALLERGIC RHINITIS（LAR）IN JAPAN. ERS-ISIAN-IRS
congress 2016. Stockholm, 2016.7.
8） Yokoshima. K, Nakamizo. M, Inai. S, Sakanushi. A, Kato. T, Umezawa. H,
Nakao. J, Okubo. K：Diagnostic procedure and prediction of prognosis of
asymmetry of the lip after parotidectomy and submandibular glandectomy.
Intrernational Conference on Head and Neck Cancer（9th.）. Seattle, 2016.7.
9） Nakamizo. M, Yokoshima. K, Inai. S, Sakanushi. A, Kato. T, Okubo. K, Ohashi.
R：Prognosis of advanced hypopharyngeal carcinoma with radiographic and
pathological metastasis in the lateral retropharyngeal node: A comparison with
and without extracapsular spread. International Conference on Head and Neck
Cancer（9th.）. Seattle, 2016.7.
10） Wakayama. N, Matsune. S, Yoshioka. Y, Ishida. M, Sekine. K, Yamaguchi. S,
Okubo. K, Sunazuka. T, Omura. S：Suppression of inflammatory cytokines from
cultured human nasal epithelial cells by CAM and EM900. ERS-ISIAN-IRS 2016.
Stockholm, 2016.7.
11） Yoshioka Y, Matsune S, Satou K, Wakayama N, Ishida. M, Sekine. K,
Yamaguchi. S, Okubo. K：Influence of Obstructive Sleep Apnea on Children's
Physical Growth. ERS-ISIAN-IRS 2016 Congress. Stockholm, 2016.7.
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《国内学会》
1） 中村真浩，三輪正人，池田勝久：気道上皮と表皮でのフィラグリン発現の検討 .
日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会（第 34 回）. 鳥羽 , 2016.3.
2） 松根彰志，若山望，吉岡友真，石田麻里子，関根久遠，山口智，大久保公裕：手
術で得られた篩骨洞粘膜および下鼻甲介粘膜における抗原特異的抗体産生の比較
検討 . 日本耳鼻咽喉科学会（第 117 回）. 名古屋 , 2016.5.
3） 中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，粉川隆行，加藤大星，大久保公裕：
高齢頭頸部遊離再建症例の血行不全 . 日本耳鼻咽喉科学会（第 117 回）. 名古屋 ,
2016.5.
4） 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：耳下腺・
顎下腺手術後の口角運動麻痺の比較 . 日本耳鼻咽喉科学会（第 117 回）. 名古屋 ,
2016.5.
5） 鈴木宏隆，細矢慶，小町太郎，村上亮介，若山望，吉野綾穂，加藤大星，大久保
公裕：ソムリエ・料理人を対象としたオープンエッセンスによる嗅覚機能評価 .
日本耳鼻咽喉科学会（第 117 回）. 名古屋 , 2016.5.
6） 三輪正人，大久保公裕：初代培養ヒト鼻粘膜上皮細胞におけるフィラグリン発現
量の変化 . 日本耳鼻咽喉科学会（第 117 回）. 名古屋 , 2016.5.
7） 吉岡友真，山口智，佐藤一樹，若山望，石田麻里子，関根久遠，勝部康弘，大久
保公裕，松根彰志：小児閉塞性睡眠時無呼吸の加療後の身体発育に与える影響に
ついて . 日本小児耳鼻咽喉科学会総会（第 11 回）. 徳島 , 2016.6.
8） 松根彰志：高齢者の鼻漏・後鼻漏をどうするか . 耳鼻咽喉科臨床学会（第 78 回）.
鹿児島 , 2016.6.
9） 山口智，石田麻里子，日高加奈子，高山幸芳，五味信也，佐藤一樹，吉岡友真，
若山望，関根久遠，松根彰志：嚥下機能と全身状態の関連について：嚥下造影検
査所見から . 耳鼻咽喉科臨床学会（第 78 回）. 鹿児島 , 2016.6.
10） 若山望，関根久遠，佐藤一樹，吉岡友真，石田麻里子，山口智，松根彰志，大久
保公裕：成人発症の Pott's puffy tumor の経験 . 耳鼻咽喉科臨床学会（第 78 回）.
鹿児島 , 2016.6.
11） 村上亮介，中川洋子，清水真澄，若林あや子，根岸靖幸，廣井隆親，大久保公裕 ,
高橋秀実：アレルギー性鼻炎マウスモデルにおける DEC-205 陽性樹状細胞亜群
選択的活性化による抗アレルギー効果の検討 . 日本アレルギー学会（第 65 回）.
東京 , 2016.6.
12） 村上亮介，鈴木宏隆，加藤大星，横島一彦，大久保公裕：石灰沈着性頸長筋腱炎
の 2 例 . 耳鼻咽喉科臨床学会（第 78 回）. 鹿児島 , 2016.6.
13） 後藤穣，大久保公裕，岡本美考，金子真也，今野昭義：鼻アレルギー診療ガイド
ラインから考えるスギ花粉症治療の目標 TO-194SL（シダトレン）第 III 相試験
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結果から . 日本アレルギー学会（第 65 回）. 東京 , 2016.6.
14） 濱田聡子，朝子幹也，小林良樹，河内理咲，高田洋平，神田晃，後藤穣，大久保
公裕，友田幸一：免疫療法の新展開 当科スギ花粉症舌下免疫療法の治療効果に
関する検討 . 日本アレルギー学会（第 65 回）. 東京 , 2016.6.
15） 西村友枝，佐伯真弓，北村紀子，後藤穣，大久保公裕，森晶夫，神沼修，廣井隆
親：マウスアレルギー性鼻炎モデルにおける CD4 陽性 T 細胞の関与 . 日本アレ
ルギー学会（第 65 回）. 東京 , 2016.6.
16） 横島一彦，中溝宗永，稲井俊太，酒主敦子，加藤大星，宮下次廣，栗林茂彦，大
橋隆治，梅澤裕己，中尾淳一，大久保公裕：喉頭全摘出術を施行した T3 喉頭癌
の術前評価と病理所見の比較 . 日本頭頸部癌学会（第 40 回）. 大宮 , 2016.6.
17） 中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，加藤大星，大橋隆治，梅澤裕己 ,
中尾淳一，大久保公裕：顎下腺癌における穿刺吸引細胞診の信頼性と問題点 .
日本頭頸部癌学会（第 40 回）. 大宮 , 2016.6.
18） 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：症状緩和の
ために原発巣切除を行った下咽頭癌 2 症例 . 耳鼻咽喉科臨床学会（第 78 回）. 鹿
児島 , 2016.6.
19） 鈴木宏隆，細矢慶，村上亮介，増野聡，大久保公裕：当院におけるアレルギー性
鼻炎に対する手術療法の検討 . 日本アレルギー学会（第 65 回）. 東京 , 2016.6.
20） 小町太郎，吉野綾穂，長谷川賢作，馬場俊吉：鼻出血で発見された鼻涙管平滑筋
腫症例 . 日耳鼻千葉県地方部会（第 89 回）. 千葉県 , 2016.6.
21） 加藤大星，細矢慶，小町太郎，村上亮介，若山望，吉野綾穂，鈴木宏隆，大久保公裕：
内視鏡下鼻副鼻腔手術直後の睡眠状態の評価 . 日本耳鼻咽喉科学会（第 117 回）.
名古屋 , 2016.6.
22） 稲井俊太，中溝宗永，横島一彦，酒主敦子，加藤大星，大久保公裕：鼻中隔扁平
上皮癌 8 例の検討 . 日本頭頸部癌学会（第 40 回）. 大宮 , 2016.6.
23） 三輪正人，Hasan. S，廣瀬壮，中島規幸，三輪真由美，大久保公裕，奥村康：フィ
ラグリン発現量の初代培養ヒト鼻粘膜上皮における変化 . 日本アレルギー学会
（第 65 回）. 東京 , 2016.6.
24） 鈴木宏隆，細矢慶，村上亮介，増野聡，大久保公裕：当院でのアレルギー性鼻炎
に対する下鼻甲介手術 Powered inferior turbinoplasty の検討 . 日本耳鼻咽喉科
学会東京都地方部会（第 212 回）. 東京 , 2016.7.
25） 高原恵理子，若山望，松根彰志，大久保公裕：黄色ブドウ球菌エンテロトキシ
ン刺激による培養鼻粘膜上皮からのサイトカイン産生：ダニ抗原刺激との比較 .
日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会（第 4 回）. 倉敷 , 2016.9.
26） 佐藤一樹，中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，加藤大星，坂井梓，吉岡
邦暁，大久保公裕：認知症を併存する進行下喉頭癌 1 症例の治療経験 . 日本口腔・
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咽頭科学会（第 29 回）. 松江 , 2016.9.
27） 吉岡邦暁，中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，加藤大星，坂井梓，佐藤
一樹，大久保公裕：硬口蓋粘表皮癌 1 例の診療経験 . 日本口腔・咽頭科学会（第
29 回）. 松江 , 2016.9.
28） 吉岡友真，佐藤一樹，石田麻理子，山口智，勝部康弘，松根彰志，大久保公裕：
小児睡眠時無呼吸症候群と成長障害について：血中 IGF-1 と骨年齢を用いた検討 .
日本口腔・咽頭科学会（第 29 回）. 松江市 , 2016.9.
29） 三輪正人，村上亮介，加藤大星，鈴木宏隆，大久保公裕：LPS, PolyI：C による
鼻粘膜上皮膜抵抗とバリア機能関連タンパクの発現の変化 . 日本耳鼻咽喉科感
染症・エアロゾル学会（第 4 回）. 倉敷 , 2016.9.
30） 松根彰志：アレルギー性鼻炎治療における鼻噴霧用ステロイドの活用法と意義 .
日本鼻科学会（第 55 回）. 宇都宮市 , 2016.10.
31） 若山望，高原恵理子，吉岡友真，佐藤一樹，松根彰志，大久保公裕，砂塚敏明，
大村智：新規マクロライド誘導体 EM900 のヒト鼻腔上皮細胞における抗炎症採
用の検討 . 日本鼻科学会（第 55 回）. 宇都宮 , 2016.10.
32） 佐藤一樹，松根彰志，吉岡友真，若山望，石田麻里子，関根久遠，山口智，大久
保公裕，北村伸：好酸球性副鼻腔炎における嗅覚障害の術後改善効果に関する検
討 . 日本鼻科学会（第 55 回）. 宇都宮 , 2016.10.
33） 小町太郎，吉野綾穂，長谷川賢作，馬場俊吉：内視鏡下に摘出した涙道平滑筋腫
症例 . 日本鼻科学会（第 55 回）. 宇都宮 , 2016.10.
34） 加藤大星，三輪正人，鈴木宏隆，佐藤一樹，吉岡邦暁，村上亮介，酒主敦子 ,
池田勝久，奥村康：鼻および口呼吸時の呼気凝集液の解析 . 日本鼻科学会（第
55 回）. 宇都宮 , 2016.10.
35） 長谷川賢作，矢間敬章，久家純子，國本泰臣，小町太郎，馬場俊吉：中耳病変を
伴わない鼓膜肉芽腫症例 . 日本耳科学会総会（第 26 回）. 長野 , 2016.10.
36） 鈴木宏隆，三輪正人，加藤大星，吉岡邦暁，佐藤一樹，村上亮介，酒主敦子，大
久保公裕，ハウリー亜紀，飯島史朗，奥村康：鼻および口呼気凝集液の解析 .
AirwayMedicine 研究会（第 7 回）. 大阪 , 2016.11.
37） 三輪正人，鈴木宏隆，佐藤一樹，加藤大星，大久保公裕：非侵襲的気道上皮機能
の包括的評価法構築の試み . 日本医科大学・東京理科大学

合同シンポジウム

会（第 3 回）. 東京 , 2016.12.
38） 三輪正人：気道シアストレス測定の試み . 日本医科大学・東京理科大学 合同シ
ンポジウム会（第 3 回）. 東京 , 2016.12.
39） 長谷川賢作，加藤大星，小町太郎，吉野綾穂，馬場俊吉：合同手術を実施した 2
症例 . 日本耳鼻咽喉科学会

千葉県地方部会（第 90 回）. 千葉 , 2017.1.

40） 横島一彦，中溝宗永，稲井俊太，酒主敦子，坂井梓，加藤大星，青木秀治，池園
教室業績集
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哲郎，大久保公裕：外耳道全摘出術を施行した外耳道癌の治療成績 . 日本頭頸
部外科学会（第 27 回）. 東京 , 2017.2.
41） 坂井梓，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，加藤大星，中溝宗永，大久保公裕：顎
下部動静脈奇形の 1 例 . 日本頭頸部外科学会（第 27 回）. 東京 , 2017.2.
42） 加藤大星，中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，坂井梓，大久保公裕：耳
下腺に生じた IgG4 関連疾患の 1 例 . 日本頭頸部外科学会（第 27 回）. 東京 , 2017.2.
43） 稲井俊太，中溝宗永，横島一彦，酒主敦子，坂井梓，加藤大星，大久保公裕：頸
部郭清術を先行した進行下咽頭癌症例の検討 . 日本頭頸部外科学会（第 27 回）.
東京 , 2017.2.

書籍
和文
1） 大久保公裕：
【自著】薬いらずで鼻はスカッとよくなる．薬いらずで鼻はスカッ
とよくなる．2016.3. 扶桑社．1-168.
2） 小林俊光，高橋晴雄，浦野正美，松根彰志：
【分担】local allergic rhinitis の概念．
耳鼻咽喉科イノベーション−最新の治療・診断・疾患概念−．2016.5. 中山書店．
129-131.
3） 奥田稔，宮本昭正，村上亮介：
【分担】症例で学ぶ鼻科診療の実際眼窩尖端症候
群で発症した IgG4 関連肥厚性硬膜炎．鼻アレルギーフロンティア．2016.8. メディ
カルレビュー社．31-35.
4） 弦間昭彦，稲井俊太，中溝宗永：
【分担】第 2 章
18．頭頸部がん．がん薬物療法

疾患別がん薬物療法のルール

現場のルール
（一般臨床で役立つポケットマニュ

アル）
．2016.9. 株式会社南江堂．139-144.
5） 松 根 彰 志：
【 編 集 】 ア レ ル ギ ー 性 鼻 炎 の 最 新 免 疫 療 法． ア レ ル ギ ー の 臨 床．
2017.2. 北隆館．16（116）- 42（142）.
6） 松根彰志，その他 55 名：
〔分担〕local allergic rhinitis の概念．耳鼻咽喉科イノ
ベーション－最新の治療・診断・疾患概念－（小林俊光，高橋晴雄，浦野正美）
，
2016．中山書店．pp129-131．
7） 村上亮介（日本医科大学大学院医学研究科

頭頸部・感覚器科学分野）
：
〔分担〕

症例で学ぶ鼻科診療の実際眼窩尖端症候群で発症した IgG4 関連肥厚性硬膜炎．
鼻アレルギーフロンティア（奥田稔，宮本昭正）
，2016．メディカルレビュー社．
pp31-35．
8） 稲井俊太，中溝宗永：
〔分担〕第 2 章
がん．がん薬物療法

疾患別がん薬物療法のルール 18．頭頸部

現場のルール（一般臨床で役立つポケットマニュアル）
（弦

間昭彦）
，2016．株式会社南江堂．pp139-144．
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科学研究費、助成金等
1） 研究者氏名：三輪正人
		

研究種目名：科学研究費助成事業

		

研究課題名：上皮バリア機能からみたドライノーズの物質的基盤の解明と先制医

		
		

基盤研究（C）

療への応用
配

分

額：1100 千円

2） 研究者氏名：関根久遠
		

研究種目名：科学研究費助成事業

		

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

		
		

若手研究（B）

の発現抑制
配

分

額：600 千円

3） 研究者氏名：後藤穣
		

研究種目名：科学研究費助成事業

		

研究課題名：体系的ゲノムワイド解析にもとづく舌下免疫療法の有効性診断法の

		
		

基盤研究（C）

開発
配

分

額：1400 千円

4） 研究者氏名：渡邊健一
		

研究種目名：科学研究費助成事業

		

研究課題名：老人性難聴とエピジェネティックス－ DNA メチル化とヒストン蛋

		
		

基盤研究（C）

白質修飾の解析
配

分

額：1200 千円

5） 研究者氏名：石田麻里子
		

研究種目名：科学研究費助成事業

		

研究課題名：本邦における LAR の実態と病態解明に関する研究

		

配

分

若手研究（B）

額：700 千円

6） 研究者氏名：
【分担】大久保公裕
		

研究種目名：厚生労働省難治性疾患政策研究事業

		

（免疫アレルギー疾患等政策研究事業 免疫アレルギー疾患政策研究

		
		

分野）
研究課題名：アレルギー疾患対策に必要とされる疫学調査と疫学データベース作

		
		

成に関する研究
配
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額：500 千円
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7） 研究者氏名：
【分担】①大久保公裕、②松根彰志
		

研究種目名：2016 年度 日本医療研究開発機構（AMED）

		

分担研究課題名：①ナットウキナーゼによるランダム化プラセボ対照二重盲検試験

		

②ナットウキナーゼによるランダム化プラセボ対照二重盲検試験

		

好酸球性副鼻腔炎の病態に基づく診断法の開発に関する研究

		

配

分

額：各 650 千円

8） 研究者氏名【分担】中溝宗永
		

研究種目名：2016 年度 日本医療研究開発機構（AMED）Medial Arts の創成に関

		
		

する研究
分担研究課題名：頭頸部癌全国症例登録システム構築と臓器温存治療のエビデン

		
		

スの創出
配

分

額：2900 千円

9） 研究者氏名【分担】中溝宗永
		

研究種目名：2016 年度 日本医療研究開発機構（AMED）Medial Arts の創成に関

		

する研究

		

分担研究課題名：上顎癌の治療最適化に関する研究

		

配

分

額：1000 千円

10） 研究者氏名【分担】中溝宗永
		

研究種目名：2016 年度 日本医療研究開発機構（AMED）Medial Arts の創成に関

		

する研究

		

分担研究課題名：喉頭・下咽頭癌における最適な喉頭温存治療法に関する研究

		

配

分

額：600 千円

11） 研究者氏名【分担】中溝宗永
		

研究種目名：2016 年度 日本医療研究開発機構（AMED）Medial Arts の創成に関

		

する研究

		

分担研究課題名：HPV 関連中咽頭癌の治療最適化に関する研究

		

配

分

額：307 千円

12） 研究者氏名：
【分担】後藤穣
		

研究種目名：2016 年度 日本医療研究開発機構（AMED）

		

研究課題名：免疫療法による花粉症治療の新しい展開を目指した研究

		

配

分

額：800 千円
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教室スタッフ（平成 29 年 7 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）

臨 床 教 授：三輪正人（付属病院）
、長谷川賢作（千葉北総病院部長）
病 院 教 授：後藤穣（多摩永山病院部長）
客 員 教 授：北野博也（社会医療法人誠光会 理事長代行）
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）
、松延毅（付属病院）

臨床准教授：山崎愛語（千葉北総病院）
病 院 講 師：稲井俊太（付属病院）
、関根久遠（武蔵小杉病院医局長）
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）
、
金井憲一（武蔵小杉病院）
、
福元晃（多摩永山病院）
助

教：齋藤明彦（多摩永山病院医局長）
、酒主敦子（付属病院医局長）
、
小町太郎（千葉北総病院医局長）
、山口智（武蔵小杉病院）
、
村上亮介（付属病院）
、
若山望（武蔵小杉病院）
、
吉野綾穂（千葉北総病院）
、
坂井梓（付属病院）
、吉岡友真（武蔵小杉病院）
、加藤大星（付属病院）
佐藤一樹（付属病院）
、鈴木宏隆（武蔵小杉病院）
、吉岡邦暁（付属病院）

研

究

生：大久保由布（産業医科大学付属病院専門修練医 付属病院）
、
小林伸枝（付属病院）
、
島田健一（千葉北総病院）
、石田麻里子（武蔵小杉病院）
、
石井玄彦（武蔵小杉病院）
、高原恵理子（武蔵小杉病院）

嘱

託

医：原口美穂子（多摩永山病院）

留

学

中：細矢慶（付属病院）
、

言語聴覚士：永積渉（付属病院）
、矢頭瞳（付属病院）
研 究 助 手：齋藤幸子（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）
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橘鏡会会則・役員
会則
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。

橘鏡会会則・役員
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役員
会

長

大久保公裕

顧

問

奥田稔

監

事

谷本秀司、横見美昭

幹 事 長

坂口文雄

幹

青木秀治、岩佐英之、牛島勝郎、大河原大次、大西正樹、後藤穣、

事

		

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

小町太郎
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平成 28 年度会計報告（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月31日）

＜収 入＞

（単位：円）

＜項目＞

＜金額＞

平成 27 年度繰越金

4,125,816

総会費・年度会費

760,000

年度会費（銀行振り込み分）

520,000

広告料

360,000

銀行利息
総収入

32
5,765,848

＜支 出＞
＜項目＞

＜金額＞

橘鏡会誌作製

684,000

橘鏡会誌郵送

14,760

案内状送付

20,900

賀寿記念品

161,028

小此木賞（2 名）
手数料

40,000
1,296

幹事会飲食代

16,206

弔花・お見舞い

53,530

通信費

28,870

医局総務費支援

499,042

事務手当て

120,000

雑費
返金（総会おつり立て替え分）→ 誤会計（29 年度返却）
総支出

次年度繰越金

2,162
20,000
1,661,794

4,104,054

会計報告
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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
各付属病院
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

関連病院（順不同）
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
付属病院、関連病院連絡先
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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
きたあやせ山口耳鼻科‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
〒 120-0003 東京都足立区東和 5-12-13
Tel: 03-3620-8733
付属病院、関連病院連絡先

年会費のお振込みは下記口座へお願いいたします。
みずほ銀行

根津支店

普通口座 1130027

名義：日本医大耳鼻咽喉科橘鏡会

代表

大久保公裕

（ニホンイダイジビインコウカキキョウカイ
ダイヒョウオオクボキミヒロ）
☆入金確認を確実に行うため、お振り込みの際はフルネームで
個人名を必ずお入れ下さい。
☆振り込みの際の受領書が領収書となりますのでご了承下さい。
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私たちの使命は

「生きる喜びを、
もっと
Do more, feel better, live longer」
グラクソ・スミスクラインは、科学に根ざした
グローバルヘルスケア企業です。
「生きる喜びを、もっと」を使命に、世界中の
人々がより充実して心身ともに
健康で長生きできるよう、

Do more,
feel better,
live longer

http://jp.gsk.com

生活の質の向上に全力
を尽くしていきます。

メイアクト＆オラペネム 天地242×左右182
（A4）

要返却
薬価基準収載

経口用セフェム系抗生物質製剤
処方箋医薬品 注）
日本薬局方

セフジトレン ピボキシル錠

経口用セフェム系抗生物質製剤
処方箋医薬品 注）
日本薬局方

セフジトレン ピボキシル細粒

処方箋医薬品 注）

注）
注意ー医師等の処方箋により使用すること

※「効能・効果」、
「用法・用量」、
「効能・効果に関連する使用上の注意」、
「用法・用量に関連する使用上の
注意」、
「禁忌・原則禁忌を含む使用上の注意」等、詳細は製品添付文書をご参照ください。
製造販売元

〈資料請求先〉
Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室
〒104-8002 東京都中央区京橋 2-4-16
電話（0120）093-396、
（03）3273-3539
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