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For OthersFor Others

耳鼻咽喉科医長　　木
きむら

村 百
ゆ り か

合香

初めての患者さんに対して診察の際に心がけ
ていること
　何が困っているか伺うことです。お一人お一人、
困りごとは違います。「痛いから」という患者さんに
対しては、痛みの原因は何か、どうすれば解消出来る
のか、「不安だから」という患者さんには、検査を
通じてその不安を解消していくなど、一人ひとりの
ご要望にしっかりと対応することを心がけています。

専門分野について
　嚥下障害と耳科学を中心に取り組んで参りました。

医師を目指そうとしたきっかけ
　学生時代の話ですが、将来を考えた際に、学校の理念
でもあった“For Others”を実践するためには、ぼん
やりと医師がいいかもと考えていました。一方で、冷戦
終結の時期でしたので、新聞記者になって国際情勢を
伝えたいとも思っていました。学校への進路提出の日
までは、文系で出すつもりでしたが、当日の朝、親友

から「医学部行けばいいのに」と言われたひとことで
最終的に理系に差し替えたのが始まりです。
　科学的思考を持ちながらも、１人１人の患者さんと
人として対峙していくなか、今では、この仕事が私に
とっての「ライフワーク」であると考えています。最
近2回も見た映画のなかで、“It’s not what I am. It’s 
who I am”という台詞がありましたが、まさに私にと
って医療に携わることは、私の人生そのものです。

地域の先生方へのメッセージ
　ご信頼をいただけるように努めてまいります。特に
田園調布耳鼻咽喉科医会の先生方とは、「連携」を超
えて「チーム」になって診療にあたらせていただいて
おり、大変感謝しております。
　患者さんを通して、地域の先生方とお互いにフィー
ルドバックをしながら高めあい、よりよい医療を構築
していきたいと思っております。
　今後とも耳鼻科3人娘をよろしくお願いいたします。
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耳鼻咽喉科のご紹介

－ きこえと嚥下・上気道管理のエキスパート －
　高気圧酸素治療を併用した集学的な突発性難聴の治療や、中耳疾患の手術治療、嚥下障害の診断・評価か
ら外科的治療まで、精力的に取り組んでいます。

診療内容
　耳鼻咽喉科領域全般に対応しています。
　とくに、専門的な知識や設備を要する以下の３点を柱としています。
　　１　中耳疾患に対する外科治療
　　２　 嚥下障害の診断・評価、リハビリテーション指導、外科治療、気管切開孔の管理
　　３　 突発性難聴、末梢性顔面神経麻痺に対する高気圧酸素・ステロイドなどの薬物療法・星状神経節ブ

ロックを組み合わせた入院治療

連携医の先生方へ
　急性疾患の救急対応はもちろん、今後の診療のために検査を追加しておきたい場合や、病態のディスカッ
ションを要する場合など、是非私どもをご活用ください。経験豊かな地域の先生方と問題を共有、連携し、
地域の患者さんへより良い医療を提供することが私たちの喜びです。耳鼻咽喉科医は大変厳しい立場に立た
されていますが、アフターコロナに向け皆様と力を合わせてこの難局を乗り越えたいと願っております。再
建手術を要する頭頚部腫瘍以外のすべての領域の患者さんを受け入れております。
　患者さんに関すること以外でも、耳鼻咽喉科医療に関するご相談やご提案等ございましたら、どうぞお気
軽にご連絡ください。

特　　色
　●嚥下障害の診断と治療
　　 　当科における嚥下障害診療は、初期の状態から重度誤嚥により肺炎を繰り返す方までを対象に、場面
に応じての診断・評価やリハビリテーション指導、外科治療まで総合的に取り組んでいます。

　　 　特に神経変性疾患による難治性の嚥下障害に対しては、誤嚥防止手術による対応を確立し、QOLの改
善に成果を上げています。また、摂食嚥下支援センターの一員として、多職種でのアプローチを行って
います。

　●高気圧酸素治療（突発性難聴・末梢性顔面神経麻痺・放射線性障害・骨髄炎）
　　 　すでに実績のある突発性難聴の他、顔面神経麻痺や放射線性障害、骨髄炎に対しても積極的に治療を
行い、高い治療効果が得られています。顔面神経麻痺に対しては、星状神経ブロックも併用し、症例に
よっては顔面神経減荷術も追加しています。

　●中耳疾患の外科治療
　　 　3泊4日のクリニカルパスで良好な成績を上げています。症例によってはTEES（内視鏡下耳科手術）
も取り入れています。

　●副鼻腔炎の外科治療
　　 　最新のナビゲーションシステム・内視鏡を用いて、安全かつ徹底的な治療を行っています。

　●気管切開孔・上気道狭窄の管理
　　 　他院での気管切開孔管理困難例に対し、カニューレのフィッティングや抜去・気管切開孔閉鎖、気管
切開孔形成術による安定した気管切開孔の獲得などに取り組んでいます。また、両側声帯麻痺に対して
は声帯外方移動術などによる気管切開孔閉鎖を目指します。

　●急性疾患への救急対応
　　 　扁桃炎や急性喉頭蓋炎などの急性疾患には迅速に対応いたします。また習慣性扁桃炎の口蓋扁桃摘出
術も多数行っています。
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耳鼻咽喉科メンバーのご紹介

耳鼻咽喉科医員　　水
みずよし

吉 朋
とも み

美

　連携医の先生方には日頃より大変お世話になっ
ており、どうもありがとうございます。
　耳鼻咽喉科の診療領域は解剖学的に多岐にわた
り、疾患も緊急性の高いものから心理的な寄り添
いが必要な慢性経過をたどるものまでさまざまで
す。各患者さんのニーズに合った診察を提供する
ことを大切にしております。
　特に入院が必要な急性炎症と当科で力を入れて
いる難聴の受け入れはスムースに行うよう心がけ
ておりますので、ご相談いただけますと幸いで
す。
　引き続き緊密な連携を図れるよう努力してまい
りますので、よろしくお願い申し上げます。

耳鼻咽喉科医員　　平
ひらばやし

林 瑛
えい こ

子

　当院では高気圧酸素療法を併用した突発性難聴
の治療に力を入れております。突発性難聴は発症
早期に治療を開始する必要があるにもかかわら
ず、治療の選択肢が多く、患者さんは大変悩まれ
ます。
　医学的な重症度だけでなく、おひとりおひとり
の事情や背景をよく伺い、じっくりご相談したう
えでご本人の納得のいく治療計画を一緒に作り上
げていくよう努力しております。
　地域医療に貢献できるよう今後も努力して参り
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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人 事 異 動 採 用
8月1日 感染症内科　医員 佐

さは ら

原 利
としのり

典

8月1日 産婦人科　医員 柴
しば の

野 芳
よしあき

彰

歯科通信
最新　薬剤関連顎骨壊死 2022
　われわれ歯科医師を悩ませている問題のひとつに薬（ビスフォス
フォネート製剤、デノスマブなど）の副作用からはじまる薬剤関
連顎骨壊死（以下MRONJ）があります。米国口腔顎顔面外科学会
（AAOMS）はポジションペーパーを2007、2009、2014に発行し
てきましたが、今回、８年ぶりに改訂されましたのでその概要を一部
ご紹介します。
　まず、抜歯時に骨吸収抑制剤の休薬するか？の問いには「どちらの
意見のエビデンスも不足していて未だ議論の余地はある。」と記載さ
れていますが、2014年には記載されていた休薬期間の記載はなく、
休薬を推奨しない方向にシフトしていると考えられます。また、「抜
歯がリスク要因ではなく、ほとんどの抜歯した歯にはあらかじめ周囲
に異常があったことは明らかであることから炎症が強く関与してい
る。」とあり、骨吸収抑制剤投与前の口腔衛生維持の重要性を訴えて
います。

　もうひとつは、MRONJの治療についてです。
「保存治療は依然として有用であるが、手術療法は
すべての病期で高い成功率を示し、有効な選択肢で
あるとの報告が増えている。」と記載され、早期の
外科的介入も今後の治療に対するオプションの一つ
になると考えられます。
　上記は一部ですが、今回の改訂では従来のMRONJの対応である
「抜歯前には休薬」、「発症しても手術はできない」から変化しつつ
あると思われます。
　当科では医科とも連携しながら常に新しい知見を取り入れ、対応にあ
たっています。なにかございましたらご相談いただければ幸いです。

参考文献：Ruggiero et al. American Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons' Position Paper on Medication-Related 
Osteonecrosis of the Jaws-2022 Update, J Oral Maxillofac 
Surg. 2022 May;80（5）:920-943.

歯科口腔外科 齋
さいとう

藤 浩
ひ ろ と

人

新任医師のご紹介 ①【卒業大学】年次・出身医局　 ②専門・研究分野等　 ③資格等　 ④趣味・特技　 ⑤地域医療機関の皆さまへ一言

感染症内科
医員 佐

さ は ら

原 利
としのり

典
①【奈良県立医科大学】平成26年
②感染症（熱帯感染症、臨床寄生虫）
③ 日本内科学会認定内科医、日本感染症学会感染症専門医、
日本渡航医学会認定医療職、国際渡航医学会認定医（CTH®）、
Diploma in Tropical Medicine and Hygiene（DTM&H）
④ジョギング
⑤ 感染症診療でみなさまの支えになれるようがんばります。

産婦人科
医員 柴

し ば の

野 芳
よしあき

彰
①【金沢大学】平成29年　昭和大学（産婦人科）
②産婦人科一般
③がん等の診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
④ドライブ
⑤ 円滑な連携をとれるよう、精進してまいります。

イベント開催一覧
日時 タイトル 内容 講師 場所

2022年10月27日（木）
19：00～20：30 訪問歯科診療地域連携の会 地域で「口から食べること」を支えるために

…在宅歯科医療の果たす役割…
細野歯科クリニック
細野 純　先生

荏原病院
第1・2会議室

2022年11月18日（金）
19：30～20：30 エコー・ハンズオンセミナー 心臓超音波　描出断面の基礎 荏原病院　臨床検査技師 荏原病院

第1・2会議室

2022年12月17日（土）
9：00～17：10

がん等の診療に携わる医師等に対する
緩和ケア研修会 厚生労働省の標準プログラムに準ずる

荏原病院
芝　 祐信　医師
加藤 隆文　医師
塩入 貞明　医師

荏原病院
第1・2会議室

CPC（Clinico-Pathological Conference)
日時 タイトル 内容 講師 場所

2022年10月19日（水）
19：00～20：00

CPC
（Clinico-PathologicalConference)

(仮）声帯外転障害により不幸な転帰を辿った
多系統萎縮症の一例

荏原病院　循環器内科
佐々木 英人　医師 オンライン

第12回　縁richment project
日時 タイトル 内容 講師 場所

2022年12月1日（木）
13：30～16：10 第12回　縁richmentproject

①荏原病院におけるCOVID-19対応の変遷

②簡単セルフ耳ケア講座
　　～マスク疲れは耳で解消しよう～

① 荏原病院
　感染管理特定認定看護師
　伊藤 未恵　先生
②一般社団法人国際耳ケア協会
　耳ケアプロセラピスト
　重原 悦子　先生

オンライン

「連携の会」「講座・講習会」について ※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から
延期する場合がございます。

窓
一
口
覧

● 予約専用  03－5734-5489 

▲

 月～金／9：00～19：00（翌日分の予約は17時まで）
  　　 土　／9：00～12：00（翌週月曜日の予約は12時まで）
  　 ※お急ぎの場合は連携室にご連絡ください
● 救急診療  03－5734－8000 

▲

 「救急室（又は○○科救急当番医）へ」
● 脳神経外科医師 直通  03－5734－7100
● 放射線受付  03－5734－7062 

▲

 月～金／8：30～17：15　　土／8：30～12：30
● 患者・地域サポートセンター　地域連携支援グループ ー医療連携に関することは何でもお気軽にご相談ください一
　　 ダイヤルイン  03－5734－7027 

▲

 月～金／8：30～17：30　　土／8：30～12：30
　　 FAX  03－5734－7018
　　 病院救急車のこ用命は  03－5734－7027 

▲

 月～金／受付 9：00～16：00
● 認知症疾患医療センター
　　 ダイヤルイン  03－5734－7028 

▲

 月～金／9：00～17：00
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