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松脇由典	 研究業績	

	

	

                                          
⑥学会発表	 特別講演，シンポジウム等	

1. 松脇由典，柳 清, 中島 庸也, 森山 寛: Allergic fungal sinusitis(AFS)について（シンポ
ジウム: 好酸球性副鼻腔炎）	 第 64回耳鼻咽喉科臨床学会. 大阪	 2002.9 

2. 松脇由典，Thomas White, 堀田 京子, 井上 良成, 森山 寛, 紀太 博仁: Alternaria 
Activate and Degranulate Human Eosinophils through PAR-2. （ミニシンポジウム：
好酸球）第 55回日本アレルギー学会秋季学術大会．盛岡	 2005.10 

3. Matsuwaki Y, Thomas W, Hotta K, Kita H: Exogeneous chitinases activate and induce 
degranulation of human eosinophils through a protease-activated receptor-2 (PAR-2) 
(Featured poster presentation). 2006 American Academy of Allergy, Asthma & 
Immunology Annual Meeting (AAAAI), Miami Beach, Florida, 2006.3 

4. 松脇由典: 好酸球性副鼻腔炎の克服にむけて	 疫学，病態(AFSの病態も含め)，治療法
の工夫 （シンポジウム，鼻科学臨床問題懇話会：「好酸球性副鼻腔炎」の克服に向け
て）. 第 45回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 四日市, 2006.9 

5. 松脇由典，ホワイトトーマス , 森山 寛, 紀太 博仁: 真菌 Alternariaによるヒト気道上
皮細胞のサイトカイン・ケモカイン産生および細胞内カルシウムシグナル （ミニシン
ポジウム: 気道上皮）. 第 56回日本アレルギー学会秋季学術大会, 東京, 2006.10 

6. 松脇由典，浅香 大也, 大櫛哲史，吉田 拓人,鴻 信義, 森山 寛: 好酸球性副鼻腔炎の疫
学，病態，治療 （シンポジウム，鼻科学臨床問題懇話会: 好酸球性副鼻腔炎の克服に
向けて）. 第 46回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 宇都宮, 2007.9  

7. 松脇由典: 好酸球性鼻副鼻腔炎－真菌の関与について－（シンポジウム，鼻科学臨床
問題懇話会: 副鼻腔炎遷延化・難治化の最近の問題）．第 47回日本鼻科学会総会・学
術講演会, 名古屋, 2008.9 

8. 松脇由典，吉村 剛, 浅香 大也, 加藤 政彦, 大櫛 哲史, 小島 純也, 黒河 圭子, 今井 
透, 鈴木 大輔, 野澤 康平, 森山 寛: 家庭用空気清浄機による花粉症抑制効果の検
討 : 二重盲検比較試験	 （ミニシンポジウム：アレルギー性鼻炎-治療）． 第 58回日
本アレルギー学会秋季学術大会, 東京, 2008.10 

9. 松脇由典: 鼻副鼻腔疾患・頭蓋底疾患に対する経鼻的内視鏡下ナビゲーション手術（シ
ンポジウム：ナビゲーション手術の有用性と今後の展望）．第 34回日本外科系連合学
会, 東京, 2009.6 

10. 松脇由典，中山 次久, 大櫛 哲史, 森 恵莉, 飯村 慈朗, 柳 清, 朝香 大也, 吉田 卓人, 
吉村 剛, 小島 純也, 鴻 信義, 中島 庸也, 森山 寛: アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎
(AFRS)の再発率とその再発に影響を与える予後因子の検討	 (シンポジウム: 耳鼻科
におけるアレルギーの病態と治療).	 第 21回日本アレルギー学会春季臨床大会, 岐阜, 
2009.10 

11. 松脇由典: アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎(allergic fungal rhinosinusitis, AFRS) (シン
ポジウム：注目される好酸球関連疾患).	 第59回日本アレルギー学会秋期学術大会, 秋
田, 2009.10 

12. 松脇由典: 慢性鼻副鼻腔炎の病態と治療 (教育セミナー). 第 49回日本鼻科学会総会な
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らびに学術講演会, 札幌, 2010.9 
13. 松脇由典: 鼻副鼻腔領域の内視鏡治療 (教育講演: 頭頸部, 頭頸部腫瘍の治療).	 第 46
回日本医学放射線学会秋期臨床大会. 横浜. 2010.10 

14. 松脇由典: 鼻茸中の真菌および黄色ブドウ球菌由来エンテロトキシン特異的 IgE抗体
の役割について（シンポジウム: 診察・研究の進歩）.	 第 60回日本アレルギー学会秋
期学術大会, 東京, 2010.10 

15. 松脇由典: 蝶形骨洞経由頭蓋底手術における鼻中隔粘膜弁を用いた 2 holes 1 cavity 
surgeryの有用性について(シンポジウム：経鼻頭蓋底手術 1 適応とアプローチ).	 第
17回日本神経内視鏡学会. 幕張. 2010.12 

16. 松脇由典:好酸球性鼻副鼻腔炎に対する手術療法と術後治療 (シンポジウム, 第40回鼻
科学臨床問題懇話会: 好酸球性副鼻腔炎の診断および評価基準作成の試み)． 第 50回
日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 岡山市, 2011.9   

17. Yoshinori Matsuwaki: Differences and Similarities between Western Countries and 
Asia in Eosinophilic Rhinosinusitis (Symposium: Eosinophilic Rhinosinusitis). 14th 
International Rhinologic Society, 30th International Symposium on Infection and Allergy 
of the Nose, Tokyo, 2011.6  

18. Yoshinori Matsuwaki: Role of Intraoperative CT-updates During Image-guided 
Endoscopic Endonasal Surgery (IGESS) (Sponsored lecture 2: New medical 
technologies in ORL-HNS). 11th Japan-Taiwan Conference on Otolaryngology-Head 
and Neck Surgery, Kobe, 2011.12 

19. Yoshinori Matsuwaki: Endoscopic sinus surgery (ESS) and postoperative treatment for 
eosinophilic chronic rhinosinusitis (ECRS) (Symposium: Advanced Management of 
Nasal Disorder). The 14th  Japan-Korea Joint Meeting of Otorhinolaryngology-Head 
and Neck surgery, Kyoto, 2012.4  

20. 松脇由典：真菌 Alternariaによる好酸球炎症のメカニズム(第 19回日本鼻科学会賞受賞
記念講演)．第 51 回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 幕張市, 2012.9 

21. 宇野匡祐, 松脇由典, 森恵莉, 満山知恵子, 中山次久, 大櫛哲史, 浅香大也, 鴻信義, 森
山寛: 鼻副鼻腔炎における真菌抗原，黄色ブドウ球菌スーパー抗原による好酸球なら
びに好中球炎症の検討(シンポジウム: 鼻科学臨床問題懇話会). 第 51 回日本鼻科学会
総会ならびに学術講演会, 幕張市, 2012.9  

22. 松脇由典: 鼻茸中の真菌アレルゲン特異的 IgE抗体の役割について（シンポジウム: 真
菌アレルギーの新しい話題）. 第 43回日本職業・環境アレルギー学会, 東京, 2012.6 

23. 松脇由典: 好酸球性鼻副鼻腔炎，アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎の手術を中心とした
治療戦略（モーニングセミナー）. 第 75回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会．神
戸 2013.6 

24. 松脇由典: 好酸球性鼻副鼻腔炎，アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎の鑑別と治療（ラン
チョンセミナー）．第 52 回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 福井, 2013.9 

25. 松脇由典: 錐体尖部コレステリン肉芽腫症への 2 holes 1 cavity approach による内視
鏡下経蝶形骨洞手術の適応と実際（シンポジウム: Endoscopic skull base surgery の適
応と限界）．第 25回日本頭蓋底外科学会, 名古屋, 2013.10	  

26. Yoshinori Matsuwaki: Total IgE and antigen-specific IgE in nasal polyps is related to 
local eosinophilic inflammation (Symposium: Eosinophilic inflammation). 12th 
Japan-Taiwan Conference on Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Taipai. 
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2013.12 
27. Yoshinori Matsuwaki: Local total IgE and antigen (Fungi, Mites and Staphylococcal 

enterotoxins)-specific IgE in nasal polyps are related to local eosinophilic inflammation 
(Symposium : Where are we in pathophysiology of chronic rhinosinusitis?). 15th 
Japan-Korea Joint Meeting of Otorhinolaryngology-Head and Neck surgery. Seoul. 
2014.4 

28. 松脇由典: 好酸球性鼻副鼻腔炎，アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎の診断と治療（ラン
チョンセミナー）．第 76回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会, 盛岡, 2014.6  

	

⑦学会発表	 一般講演	

1. 松脇由典，春名 眞一, 吉見充徳: 副咽頭間隙に発生した巨大嚢胞を合併する腺様嚢胞
癌．第９回口腔咽頭学会総会ならびに学術講演会, 沖縄, 1996.9 

2. 松脇由典，春名 眞一, 深見 雅也, 森山 寛: 鼻副鼻腔病変における呼気中 NO濃度に
ついて．第 35回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 仙台, 1996.9 

3. 松脇由典，浅井 和康, 富谷 義徳, 添田 一弘, 葉山 貴司, 高柳 博久, 小森 敦史, 今井 
透, 森山 寛: 眼窩下壁吹き抜け骨折の内視鏡下鼻内法による整復術．第 37回日本鼻科
学会総会ならびに学術講演会, 幕張, 1998.9 

4. 葉山貴司, 高柳博久, 今井透, 松脇由典:  Pneumosinus Dilatansの 2症例. 第 100回
日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 仙台, 1999.5 

5. 松脇由典，春名 眞一, 深見 雅也, 森山 寛, 中島 庸也: 鼻性髄液漏に対する内視鏡下
鼻内手術．第 38回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 幕張, 1999.5  

6. 佐藤一道, 渡邊裕, 外木守雄, 山崎博嗣, 山根源之, 高野哲, 松脇由典, 実吉健策, 中島
庸也: 睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者への下顎前方固定装置(PMA)の応用. 第 268回東
京歯科大学学報, 幕張, 1999.11 

7. 高野哲, 松脇由典, 実吉健策, 中島庸也: 鼻中隔膿瘍を形成した副鼻腔膿嚢胞の 1例．
第 101回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 東京, 2000.5 

8. 松脇由典, 春名眞一, 鴻信義, 柳清, 深見雅也, 森山寛: 難治性慢性副鼻腔炎における
真菌の関与. 第 39回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 金沢, 2000.9 

9. 松脇由典，久納 浄, 実吉健策, 中島庸也: Allergic fungal sinusitisの検討．第 102回日
本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 福岡, 2001.5 

10. 松脇由典, 久納浄, 実吉健策, 中島庸也: Allergic fungals sinusitisの 1症例. 第 102回
日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 福岡, 2001.5 

11. 久納浄, 松脇由典, 実吉健策, 中島庸也: 内視鏡下鼻内手術中に発症した塩酸コカイン
中毒の 1症例. 第 102回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 福岡, 2001.5 

12. 浅香大也, 松脇由典, 久納浄, 中島庸也, 佐藤一道, 渡邊裕, 山根源之: 閉塞性睡眠時
無呼吸症候群に対する口腔内装具の適応について. 第 14回日本口腔咽頭学会, 東京, 
2001.9 

13. 松脇由典，月館 利治, 飯村 慈郎, 和田 弘太, 吉川 衛, 飯田 誠, 鴻 信義, 柳 清, 春
名 眞一, 森山 寛: Allergic fungal sinusitisの検討．第 40回日本鼻科学会総会ならびに
学術講演会, 金沢, 2001.9  

14. 松脇由典, 久納浄, 浅香大也, 中島庸也, 新谷益朗, 石川達也: ヒト聴覚誘発MEG及び
嗅覚誘発MEGの検討. 平成12年度 東京歯科大学口腔科学研究センターワークショッ
プ, 幕張, 2002.2 
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15. 松脇由典，久納 浄, 飯村 慈朗, 中川 雅文, 中島 庸也, 森山 寛, 新谷 益郎, 石川 達
也: ヒト一次聴覚野における周波数分布	 MEGによる検討(第 1報)．第 103回日本耳
鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 東京, 2002.5 

16. 松脇由典，浅香 大也, 飯村 慈朗, 大櫛 哲史, 久納 浄, 中川 雅文, 中島 庸也, 新谷 
益郎, 石川 達也, 森山 寛: ヒト一次聴覚野における周波数分布	 MEGによる検討(第
1報)．第 41回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 広島, 2002.9  

17. 浅香大也, 松脇由典, 久納浄, 中島庸也, 森山寛: 眼窩吹抜け骨折に対する内視鏡下鼻
内整復術. 第 41回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会，広島, 2002.9 

18. 松脇由典, 久納浄, 浅香大也, 中島庸也, 新谷益朗, 石川達也: ヒト聴覚誘発MEG及び
嗅覚誘発MEGの検討. 平成13年度 東京歯科大学口腔科学研究センターワークショッ
プ, 幕張, 2003.2 

19. 植木重治, 山田佳之, 佐野正明, 山口一考, 濱田和幸, 神田晃, 松脇由典, 足立哲也, 萱
場広之, 穂積恒, 茆原順一: 好酸球表面発現蛋白の測定による好酸球増多疾患のモニ
タリングの可能性について. 第 15回日本アレルギー学会春期臨床大会, 横浜, 2003.5 

20. 植木重治, 千葉貴人, Bourdeaux Jessy, 松脇由典, 足立哲也, 鎌田由美子, 山口一考, 
濱田和幸, 神田晃, 小山田一, 齋藤紀先, 萱場広之, 茆原順一: アレルギー性気道免疫
における核内レセプターPPARγの発現とその機能. 第 31回日本臨床免疫学会, 東京, 
2003.8 

21. 浅香大也, 松脇由典, 小島純也, 葉山貴司, 中島庸也, 森山寛: 眼窩吹抜け骨折に対す
る内視鏡下鼻内整復術. 第 104回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 東京, 2003.5 

22. 久納浄, 浅香大也, 松脇由典, 中島庸也: 治療に難渋した副咽頭間隙腫瘍(aggressive 
fibromatosis)の 1症例. 第 104回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 東京, 2003.5 

23. 浅香大也, 松脇由典, 小島純也, 葉山貴司, 春名眞一, 中島庸也, 森山寛: Allergic 
fungal sinusitisの臨床的検討. 第 42回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 東京, 
2003.9 

24. 浅香大也, 小島純也, 葉山貴司, 松脇由典, 千葉伸太郎, 中島庸也, 森山寛: 閉塞性睡
眠時無呼吸症候群に対する UPPPの効果. 第 16回日本口腔咽頭学会, 東京, 2003.9 

25. 松脇由典，足立 哲也, 植木 重治, 小山田 一, 神田 晃, 山口 一考, 濱田 和幸, 萱場 
広之, 茆原 順一: PPARγアゴニストによる好酸球遊走能及び CD69発現の制御につい
て. 第 53回日本アレルギー学会秋季学術大会, 岐阜, 2003.10 

26. 足立哲也, 松脇由典, 植木重治, 小山田一, 神田晃, 山口一考, 濱田和幸, 萱場広之, 茆
原順一: PPARγアゴニストによる好酸球分化と生存能の制御について. 第 53回日本ア
レルギー学会秋季学術大会, 岐阜, 2003.10 

27. 植木重治, 濱田和幸, 山田佳之, 足立哲也, 山口一考, 神田晃, 松脇由典, 千葉貴人, 萱
場広之, 茆原順一: CRTH2を介したPGD2による好酸球遊走とMAP kinaseの関与. 第
53回日本アレルギー学会秋季学術大会, 岐阜, 2003.10 

28. 藤田美好, 植木重治, 濱田和幸, 山口一考, 神田晃, 松脇由典, 千葉貴人, 小山田一, 宇
佐美厚子, 足立哲也, 萱場広之, 茆原順一: アレルギー性炎症疾患における高感度
CRPに関する基礎的検討	 健常人との比較. 第 53回日本アレルギー学会秋季学術大
会, 岐阜, 2003.10 

29. 千葉貴人, 藤田美好, 植木重治, 濱田和幸, 山口一考, 神田晃, 松脇由典, 小山田一, 宇
佐美厚子, 足立哲也, 萱場広之, 茆原順一: アレルギー性炎症としての気管支喘息にお
ける高感度 CRPと他の病勢マーカーとの比較検討. 第 53回日本アレルギー学会秋季
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学術大会, 岐阜, 2003.10 
30. 神田晃, 足立哲也, 萱場広之, 齋藤紀先, 植木重治, 山口一考, 濱田和幸, 松脇由典, 千
葉貴人, 茆原順一. 血管内皮細胞から分泌される RANTESに対する赤血球 scavenge
効果と好酸球遊走能の検討. 第 53回日本アレルギー学会秋季学術大会, 岐阜, 2003.10 
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