
福島県立福島高等学校卒業
平成10年 福島県立医科大学卒業
医学博士（福島県立医科大学）
臨床専門分野
１）頭頸部悪性腫瘍の診断と治療
２）唾液腺腫瘍の診断と治療
研究分野
１）頸部郭清術の有用性について
２）新しい分子生物学的手法を用いたリン

パ節転移診断
趣味：犬の散歩

副部長（准教授）

鈴木　政博

耳鼻咽喉科・頭頸部外科（耳鼻咽喉科学講座） 

金沢大学附属高等学校（石川県）卒業
平成４年 金沢大学医学部卒業
金沢大学大学院医学系研究科修了（医学博士）
臨床専門分野
１）頭頸部悪性腫瘍の診断と治療
２）咽喉頭腫瘍の経口手術
３）嚥下障害・音声障害
研究分野　
１）ウイルスによる頭頸部癌発癌（EBV・

HPV）
２）頭頸部癌の転移メカニズム
３）喉頭乳頭腫の新規薬物療法
趣味：山歩き、山スキー

部長（教授）　　 
室野　重之

日本耳鼻咽喉科学会（福島県地方部会長）（代議員）
日本癌学会（会員）
日本頭頸部外科学会（評議員）
日本頭頸部癌学会（代議員）
日本気管食道科学会（評議員）
日本喉頭科学会（理事）
日本口腔咽頭科学会（評議員）
日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会（評議員）
耳鼻咽喉科臨床学会（運営委員）
日本内分泌外科学会（会員）

1）頭頸部癌の集学的治療を幅広く行っています。進行癌では再建手術を含めた拡大切除や化学放射線療法が、
早期癌では診断の工夫と低侵襲な経口的切除術が特徴的です。また、癌や難治性の腫瘍性疾患に対する新
たな治療や診断法を探る研究を行っています。

2）耳科では鼓室形成術や人工内耳手術、小児難聴のスクリーニング、鼻科では副鼻腔内視鏡手術やアレルギ
ー性鼻炎に対する舌下免疫療法、咽頭科では睡眠時無呼吸症候群、喉頭科では音声障害や嚥下障害に対す
る診断から包括的治療まで、幅広く診療し、研究も行っています。

診療科（講座）紹介

学会活動

URL http://www.fmu.ac.jp/cms/jibika/index_html

指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介

福島県立福島女子高等学校卒業
平成12年 福島県立医科大学卒業
医学博士（福島県立医科大学）
臨床専門分野
１）鼻・副鼻腔疾患の診断と治療
２）小児難聴
研究分野
１）喉頭・気管の再生医学
趣味：読書

講師  野本　美香

福島県立福島高等学校卒業
平成20年 福島県立医科大学卒業
福島県立医科大学大学院医学研究科修了
（医学博士）
臨床専門分野
１）頭頸部悪性腫瘍の診断と治療
２）音声障害の診断と治療
研究分野
１）気管領域における再生医療

助教  仲江川雄太

栃木県立足利高等学校卒業
平成19年 福島県立医科大学卒業
福島県立医科大学大学院医学研究科修了
（医学博士）
臨床専門分野
１）頭頸部悪性腫瘍の診断と治療
研究分野
１）iPS細胞を用いた気管・喉頭の再生
趣味：つり

助教  池田　雅一

愛知県立豊橋東高等学校卒業
平成14年 福島県立医科大学卒業
福島県立医科大学大学院医学研究科修了
（医学博士）
臨床専門分野
１）嚥下障害の診断と治療
２）中耳及び人工内耳手術
３）音声障害の診断と治療
研究分野
１）嚥下障害の早期発見
２）iPS細胞を用いた気管・喉頭の再生
３）人工聴覚器講師  今泉　光雅

福島県立磐城高等学校卒業
平成20年 福島県立医科大学卒業
臨床専門分野
１）神経耳科学
２）小児性難聴の診断と治療
研究分野
１）先天性難聴の疫学
２）ウイルス感染と難聴

助手  菊地　大介

福島県立会津高等学校卒業
平成21年 福島県立医科大学卒業
臨床専門分野
１）頭頸部悪性腫瘍の診断と治療
２）音声障害の診断と治療
研究分野
１）ウイルスによる頭頸部発癌
２）センチネルリンパ節における免疫応答
趣味：スポーツ観戦（主に格闘技）、水泳

助手  川瀬　友貴

福島県立福島高等学校卒業
平成21年 福島県立医科大学卒業
臨床専門分野
１）鼻・副鼻腔疾患の診断と治療
２）副鼻腔炎の内視鏡手術
研究分野
１）スギ花粉症の疫学
２）好酸球性副鼻腔炎の発症・重症化機構
趣味：ドライブ

助手  佐藤　廣仁
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（１）研修概要
　「命」と「機能」を守るというコンセプトに基づき、耳、鼻・副鼻腔、
口腔・咽頭・喉頭、頭頸部の全ての診療分野において、外科的
治療のみならず内科的治療も含め、高度急性期医療から地域の医
療活動まで幅広い知識と臨床能力を習得します。

（２）特色
　耳鼻咽喉科の各領域に多くの指導医がおり、１人１人がしっか
りと全分野において偏りのない研修を受けることができます。専門
医取得が、ゴールではなく、サブスペシャルティを見据えた専門医
としてのキャリアのスタートとなる研修を提供します。現在、新専
門医制度のサブスペシャルティ領域の候補に頭頸部がん専門医が
ありますが、頭頸部癌に限らず、耳科、鼻科、咽頭科、喉頭科の
いずれも将来の専門にすることが可能です。
　また、単なる技術屋を養成するのではなく、医師としての基礎と
なる課題探索能力や課題解決能力を、ひとつひとつの症例につい
て深く考え、論文等の情報を収集し、症例報告や論文としてまと
めることを通しても養います。

（３）指導医からのメッセージ
　耳鼻咽喉科は命と機能を守り「生きる」を支える科です。老若男
女全てに対応し、診断から治療まで完結できることが特徴です。
内科系から外科系まで幅広い分野で活躍し、キャリアを形成する
ことができます。
　感覚器・機能性疾患、機能外科、機能温存を重視した癌治療
に興味のある方は、ぜひ耳鼻咽喉科を選択してください。

（４）連携施設

（５）研修プログラム
　４年間で専門医取得に必要とされる以下の研修到達目標を達成
します。
①疾患の管理経験：以下の疾患について、外来・入院患者の管
理経験を主治医ないし担当医（受け持ち医）として実際に経験し
指導医の指導監督を受ける。

後期研修プログラム（専門研修プログラム）について

専門医受験資格のために必要とされる技能・手技目標

指導医からのメッセージ指導医からのメッセージ
　耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の先進的かつ専門性の高い医療
を行っています。頭頸部癌治療では、再建手術から低侵襲な経
口的手術、さらにはエビデンスに基づく化学放射線療法や独創
的な動注化学療法まで、根治性と機能温存を追求しています。
耳領域では、難聴に対する鼓室形成術や人工内耳手術、さらに
は小児難聴の診断と療育の実績も有しています。鼻領域では難
易度の高い症例での鼻内視鏡手術を、喉頭領域では嚥下障害の
診断に加え、嚥下機能改善手術や誤嚥防止手術を積極的に行い、
また発声障害に対する音声改善手術にも取り組んでいます。何
より福島県の耳鼻咽喉科医療の発展のために中心的な役割を担
い、若手医師の育成に努めます。
　初期臨床研修では、耳鼻咽喉科診療の幅広い理解を目指すと
ともに興味ある分野を深く掘り下げたい方にも柔軟に対応しま
す。耳鼻咽喉科医を目指す方はもちろん、他科に進む方にも有
益な研修を提供します。
　初期研修後には、新専門医制度での耳鼻咽喉科専門研修プロ
グラムを選択できます。
　医学部６年生のアドバンストBSLでは、学生の希望を取り入
れつつ、初期臨床研修と遜色ない実習を行います。

　福島県立医科大学耳鼻咽喉科は、新専門医制度において、基幹
病院として耳鼻咽喉科専門研修プログラムを提供しています（ホーム
ページからご参照下さい）。専門研修プログラムでは、９つの連携病
院とともに、耳鼻咽喉科専門医受験資格には十分な性能・手技を取
得することが出来ます。

　大学院では、エプスタイン・バーウイルス（EBV）やヒトパピローマウ
イルス（HPV）など「ウイルスと癌」に関する研究を講座の主要なテー
マとして進めています。専門研修の期間中に大学院に入学することも
でき、専門医取得後早期に学位を取得することが可能です。研究の視
点は臨床に必ず活きますので、大学院入学をお勧めします。これまで
研究、臨床において国内外への留学実績があり（ノースカロライナ大学
・ウィスコンシン大学・グルッポオトロジコ・愛知県がんセンター・国立
がんセンター東病院）、さらに他施設との連携を進めていきます。

大学院・留学について

岩手県立盛岡第一高等学校卒業
平成26年 福島県立医科大学卒業
臨床専門分野
１）耳鼻咽喉科一般

助手  中村　宏舞

福島県立白河高等学校卒業
平成25年 福島県立医科大学卒業
臨床専門分野
１）中耳疾患の診断と治療
２）鼻・副鼻腔疾患の診断と治療
研究分野
１）好酸球性副鼻腔炎の発症・重症化機構
趣味：水泳

助手  尾股　千里

難聴・中耳炎（25例）、めまい・平衡障害（20例）、顔面神経麻痺（5例）、
アレルギー性鼻炎（10例）、副鼻腔炎（10例）、外傷・鼻出血（10例）、扁桃
感染症（10例）、嚥下障害（10例）、口腔・咽頭腫瘍（10例）、喉頭腫瘍（10例）、
音声・言語障害（10例）、呼吸障害（10例）、頭頸部良性腫瘍（10例）、頭
頸部悪性腫瘍（20例）、リハビリテーション（難聴、めまい・平衡障害、顔
面神経麻痺、音声・言語、嚥下）（10例）、緩和医療（５例）

扁桃摘出術（10例）、鼓膜チューブ挿入術（10例）、喉頭微細手術（10例）、
内視鏡下鼻副鼻腔手術（20例）、気管切開術（５例）、良性腫瘍摘出術（リ
ンパ節生検を含む）（10例）

●耳科手術20例以上（鼓膜形成術、鼓室形成術、乳突削開術、人工内耳、
アブミ骨手術、顔面神経減荷術）
●鼻科手術40例以上（内視鏡下鼻副鼻腔手術）
●口腔咽喉頭手術40例以上（扁桃摘出術：15例以上）（舌、口腔、咽頭腫
瘍摘出術：５例以上）（喉頭微細手術、嚥下機能改善手術、誤嚥防止手術、
音声機能改善手術：20例以上）
●頭頸部腫瘍手術30例以上（頸部郭清術：10例以上）（頭頸部腫瘍摘出術
〔唾液腺、喉頭、頸部腫瘤等〕：20例以上）

②基本的手術手技の経験：術者あるいは助手として経験する（①
の症例との重複は認める）。

③個々の手術経験：術者として経験する（①、②との重複は認める）。

日本耳鼻咽喉科学会ならびにその関連学会で３回以上の学術発表
筆頭著者として１編以上の学術論文の執筆

④学術活動：論文の執筆、学会発表を行う。

（６）週間スケジュール例
　専門研修基幹施設（福島県立医科大学附属病院）における週間計
画の基本例

月

手術  病棟

手術  病棟

火

外来  病棟

検査  病棟
医局会  抄読会  重点症例検討会

水

手術  病棟

手術  病棟

木
病棟回診
外来  病棟
検査  病棟
症例検討会

金

手術  病棟

手術  病棟

午前

午後

関連施設名 所在地 指導医名
鹿野　真人
多田　靖宏
鈴木　知子
佐藤　和則
山辺　　習
松見　文晶
石川　浩男
小川　　洋
鈴木　康士

副　院　長
部　　　長
医　　　長
部　　　長
部　　　長
部　　　長
部　　　長
教　　　授
主 任 部 長

大原綜合病院
福島赤十字病院
済生会福島総合病院
太田西ノ内病院
寿泉堂綜合病院
星総合病院
白河厚生総合病院
福島医大会津医療センター
福島労災病院

福 島 市
福 島 市
福 島 市
郡 山 市
郡 山 市
郡 山 市
白 河 市
会津若松市
いわき市

職　名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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