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患 者 さ ま ／ 医 療 機 関 の 皆 さま ／ 地 域 の 皆 さま へ の 情 報 誌

総合サポートセンター地域連携室

アレルギー性鼻炎の手術と舌下免疫療法

院⾧挨拶／セコム医療グループ合同研究発表会予選会開催
入職式開催／入職医師紹介／感謝状受贈

※    完全予約制 ★非常勤医師
※歯科口腔外科はご来院前に電話予約をお願いします。
※眼科外来の受付終了時間は異なります。

都合により、医師の変更・休診もございますので、休診・代診のご案内もご確認下さい。2022/4/1現在

八千代緑が丘駅（北口）・八千代中央駅・船橋日大前駅（東口）・薬園台駅・
高根公団駅（北口）・鎌ヶ谷駅（東口）・新鎌ヶ谷駅・西白井駅（北口）・白井
駅（南口）・小室駅（北口）・千葉ニュ−タウン中央駅

secomedic.gr.jp

土曜／初診・再診とも午前のみ

〒274-0053
千葉県船橋市豊富町696-1
TEL 047-457-9900（代）
FAX 047-457-9901（代）

無料送迎バスの場合[下記11駅より運行]／

最寄駅からのアクセス

新京成バスの場合／三咲駅より約20分・北習志野より26分

お車の場合／白井駅・八千代緑が丘駅より約12分～15分
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血液・膠原病内科



  アレルギーの原因となる物質を少量ずつ
舌の下に⾧期間投与することでアレルギー
反応を引き起こさないようにさせる治療法で
す。現存する治療としては唯一の根治治療
といわれています。⾧期にわたり正しく治療
を行うことでアレルギー症状の改善・治癒や
アレルギー治療薬の減量が期待できます。

現在は、スギ花粉とダニアレルギーに対する
薬があります。1日1回少量から服用を行い、
その後数年間(3年以上)継続して服用します。
5歳以上から薬を投与できます。アレルギー
反応による副作用(口の中や喉のかゆみや
腫れ)が出ることがあり、治療開始当初は2
週間に1回程度の通院が必要ですが、副作
用が落ち着いていることが確認できれば1ヶ
月に1回程度の通院間隔となります。

アレルギー性鼻炎はハウスダスト(ほこり)やダニ、スギやヒノキ
の花粉などによるアレルギー反応により、くしゃみ・透明な鼻
水・鼻づまりを主な症状とする病気です。
治療法は抗アレルギー作用の成分を含んだ薬物療法が最も一
般的です。重症例や鼻づまりが強い方に対しては手術治療や
舌下免疫療法を行えます。

倉本 倫之介
くらもと・りんのすけ

手術療法

舌下免疫療法

お し ら せ

【資格】日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医
【専門】耳鼻咽喉科一般

後鼻神経切断術

鼻の奥には鼻汁やくしゃみを引き起こ
す神経(後鼻神経)が左右に1本ずつあ
ります。鼻内視鏡を用いて鼻の奥の後
鼻神経を同定し、切断します。鼻粘膜の
アレルギー原因物質に対する過敏性
を 改 善 させ 、く
しゃみ・鼻水・鼻
づまりいずれの
症状にも効果が
あります。

鼻づまりの症状が強い方は鼻粘膜が
強く浮腫状に腫れています。その腫れ
た粘膜の下の組織と骨を切除すること
で鼻づまりを改善させます。

粘膜下下鼻甲介切除術

鼻の穴を左右に分けている壁を鼻中
隔といい、軟骨からできています。成⾧
の過程で左右どちらかに大きく曲がっ
ている人がいます。その状態でアレル
ギー性鼻炎を発症すると鼻づまりが強

くなります。その
場合は、軟骨の曲
がっている部分を
切除して鼻づまり
を改善させます。

鼻中隔矯正術

手術はアレルギーの原因物質に関係なく
行えます。患者さんの状態に応じて以下の
手術を組み合わせて行います。術後は出
血のリスクがあるので当院では入院で
行っています。

 昨年度はクラスターとなってしまい、地域医療、患
者様に多大なご迷惑をおかけしてしまいました。この
場を借りてお詫び申し上げます。お陰様で、その後は
通常診療を継続できておりますが、まだまだコロナと
の戦いは続きそうです。気を引き締めて臨みたいと思
います。
 さて、今年度も多くの新入職員を迎えることができ
ました。例年と少し異なるところは、基幹型臨床研修
病院となって初めての研修医を迎えるということで
す。これまでは協力型でしたが、今後は当院が主体
的に研修医を育成する体制となります。医師に限ら
ず、多くの優れた医療人を育成することは、地域中核
病院に求められる重要な責務であり、大きな社会貢
献と考えております。しかしながら、現実には、日常診
療と教育を両立させるのはなかなか大変なことであ
りまして、地域の医療機関や患者様にもご協力をい
ただかないといけない場面があろうかと思います。
趣旨をご理解いただきできるだけのご協力をお願い
いたします。
 また、新入職者には経験豊富な医師も数名含ま
れ、常勤医師が52名という体制になりました。数年前
まで30数名であったことを考えると隔世の感があり
ます。まだまだ手薄な領域はありますが、これまで以
上に地域医療に貢献できる体制と
なったと考えます。本年度もどう
ぞよろしくお願いいたします。

新 年 度 を 迎 えて

院  ⾧

星 誠一郎

順天堂大2014年卒
【専門】消化器全般
【資格】内科学会認定医/消
化器病学会/内視鏡学会

いその・しゅんすけ

帝京大2003年卒
【専門】心臓血管麻酔/一般麻酔
【資格】麻酔科標榜医/日
本麻酔科学会指導医・専
門医/日本臨床麻酔学会
/日本心臓血管麻酔学会
/臨床研修指導医

くわな・こうじ

宮崎大2010年卒
【専門】心臓麻酔/一般麻酔
【資格】麻酔科標榜医/麻
酔科学会専門医/日本周
術期経食道心エコー認定
医/日本区域麻酔検定試
験（J-RACE）合格

きのした・まさかつ

秋田大2007年卒
【専門】救急・集中治療
【資格】総合内科専門医
/集中治療専門医/救急
専門医/DMAT隊員

たなか・ゆきこ

入 職医 師のご 紹介 4月より新たに入職した医師をご紹介いたします。

２０２２年度 入職 式を開 催

船 橋東 警 察 署より
感 謝状 受 贈

セコム医 療グ ループ
合 同研 究 発 表会 予選 会を開 催
2022年３月１４日当院にて２０２2年度セコム合同研究発表会予選会を開催しました。

本大会はこれまでセコム医療システム（株）とセコム提携病院がそれぞれ別々に

行っていた研究発表会を統合したものです。この発表は各業務における改善案や

問題点を共有し、医療の効率化や生産性・質の向上の為、毎年行われています。院

内予選で４組選抜され大会本選（６月予定）へと進みます。今年は9演題が発表され、

１位は4B病棟の『定時帰宅「かえるプロジェクト」と「時間単位の有給取得」の併用』

でした。かえるマグネットを作成してお互いの業務量を確認し“定時で帰る”をみんな

で意識するという改善案です。これにより「ゆとりができ、やさしくなれた」「早めの行

動・時間管理を考えるきっかけに

なった」「チーム力が増した」との意

見があり、よい成果を上げることが

できました。

各発表後は活発な意見や質疑応答

が行われ他職種の苦労が理解でき

勉強になったといった感想が聞かれ、

今後の業務の参考になったようです。

２０２2年４月１日の入職式は千葉中央看護専門学校にて行われました。今年度は医

師9名、看護部26名、リハビリテーション部11名、診療技術部4名、事務部3名の合計

53名の新しい仲間が加わりました。リモートも交えながらコミュニケーションをとり

オリエンテーションでは一部笑いもありの入職式でした。

2022年1月20日千葉県船橋東警察署より

検案嘱託医を務める星院⾧に感謝状が贈

られました。

検案嘱託医は事故死など病院以外で人が

亡くなった場合に、死亡原因を鑑定して死

体検案書を作成します。院⾧は医師会より

委託を受け、年間で100体以上の鑑定を

行った時もありました。今後も地域の為に

活動して参ります。

「医療を通じて
地域 に貢 献で
き、大変光栄で
す。」と院⾧

今年度より４名の活気あふれる研修医が加わり
院内も明るくなりました

治療開始時期

スギ花粉 ダニアレルギー

6～12月 1年中
いつでもスギ花粉が飛散す

る時期は避けます

耳鼻科医⾧


