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自らがＢスポット療法を求めて、は
月、

善するため、「〝万病に効く〟とい

大学に出向し、内視鏡下副鼻腔手

れています。しかし当院は、耳鼻

の治療にＢスポット療法を取り入

と田中氏は言う。

治療に対する要望は多岐にわたる

耳鼻科の一般開業医であるため、

う風評がＢスポット療法の普及を
「例えば腎臓内科医の堀田修先生

日本の内視鏡治療をリードする山

得意とする内視鏡を駆使して新

妨げた」と田中氏は言います。

術（ＥＳＳ／ Endoscopic Sinus Su 院長が、田中氏の行う塩化亜鉛や
）を学んでいました。当時、 アクリノールを用いたＢスポット
rgery
金沢医大の耳鼻咽喉科学講座には、 療法を目の当たりにするとその取
は、ＩｇＡ腎症を改善するという

たなＢスポット療法を実践する田
下公一主任教授（現名誉教授）が
年に開業、
咽喉科クリニックですから、めま
いや喉の痛み、後鼻漏などいわゆ
る耳鼻咽喉科的な症状の改善を求
めてくる患者さんもいれば、リウ

「治療では経鼻と経口の両方から

もあるわけです。

入っていても強く押しすぎれば辛

ッサージに例えて、
『いくらツボに

いて患者さんに説明する際にはマ

るようなイメージです。痛みにつ

マチ、アトピー性皮膚炎、掌蹠膿

上咽頭部にアプローチします。経

く感じるときがある』とお話しし

開業以来、田中氏はＢスポット

鼻のほうが時間をかければどこが

て理解を得るようにしています。力

疱症などの治療を受けたいという

悪いかを確認しながら進められる

の入れ具合は、華奢な女性などで

療法を続けてきましたが、自院の

ので、私はどちらかといえば経鼻

は巻綿子を奥に押し付けるのでは

方も来院します。Ｂスポット療法

にウエイトを置いています。まず

なく、軟口蓋を手前に引っ張るよ

ホームページにＢスポット療法の

細菌検査のために上咽頭の表面を

うにしたほうが自律神経反射を起

を知らずに風邪で来院され、たま

経鼻の綿棒で擦過します。炎症が

項目を新設したところ、患者さん

強く浮腫状になっていれば手応え

こさせず、患者さんを不快にさせ

は細い筆、経口の場合はハケで塗

は握雪感というか、スイカを握り

ないようです」

こませたもので塗布したのち、経

すが、経鼻綿棒に塩化亜鉛をしみ

ば、かなりの確率でわかるのでは

について、
「疑いの目を持って行え

咽頭炎の有無を確認できるか否か

田中氏は内視鏡によって慢性上

口では咽頭巻綿子（※注）を用い

ないか」との考えを示しています。

けんめんし

ます。経鼻から薬を塗布するとき

視鏡を保持したまま治療に移りま

つぶしたような感触でしょうか。内

ト療法を普及させるための配慮で

Ｂスポット療法の現状

続けています。

年が経つ現在もＢスポット療法を

中耳鼻咽喉科）を

組みを後押しし、本格的に行うよ

中氏に、Ｂスポット療法との出会
いました。

ちに出血せず痛みを伴わなくなっ

希釈液を使用し、治療を続けるう

りますが、多くの場合は０・２％

１％塩化亜鉛を使用する場合もあ

希望する患者さんには、最初から

分けています。Ｂスポット療法を

％に希釈したものの２種類を使い

％塩化亜鉛と滅菌精製水で０・２

療法は、塩化亜鉛を使用します。１

田中氏が行っているＢスポット

手技の実際

底から覆される思いがします」

学んできた平衡機能学の常識が根

化を目の当たりにすると、今まで

年からは大阪駅前のアクティ

とになります。

法を結び付けるきっかけを生むこ

たことが、田中氏とＢスポット療

医師を派遣するという関係にあっ

阪市大はともに金沢医大に応援の

りました。また、東京医歯大と大

故堀口申作氏の直弟子の立場にあ

山下教授は東京医歯大在職中に

いから実際の手技、今後の展望に
ついて伺いました。

Ｂスポット療法との出会い
田中氏は 年から 年までの１
年間、大阪市立大学から金沢医科

たまＢスポット療法を知ることに
なって以来、慢性頭痛や肩こりの
改善を目標に通院している方もい
ます。日々の診療でさまざまな症
状が混在するなかで、毎日数十人
の患者さんにＢスポット療法を行
っているという状況です」
田中氏は治療の効果について、
「故堀口先生は、風邪の患者さんに
Ｂスポット療法を行い、頭痛など
さまざまな症状が改善することに
気づかれたというのが 年代の流

てから１％に切り替えています。治

04

もありますし、やはりきちんと評
価を出すためには内視鏡を使用す
ることが必要と考えています。た
だし、擦過して初めて出血が確認
できる場合があり、擦過診を併用
することが条件になると思います」
とのことでした。
※注 「巻綿子
（けんめんし）
」： 綿を巻き付けて、綿
棒をつくるときなどに使用する金属の棒。口腔ケアや
扁桃・咽頭へ薬剤を塗布するときに、よく使用される。

52
2014

歯学博士

じめて来院したのは 年
歳の男性でした。

年８月に来院された女

人です」

っているＩｇＡ腎症患者さんは約

ット療法を行ったかまたは現在行

性が最初です。現在までにＢスポ

者さんは

方でした。また、ＩｇＡ腎症の患

から毎週新幹線で通っておられた

浜に設立した鼻咽腔研究所に兵庫

「故堀口先生が教授を退官後、横

59

相田歯科クリニック院長

相田能輝

Ｂスポット療法にＥＢＭを
耳鼻咽喉科専門医のアプローチ

12

不安定な経鼻カメラを定点保持
しながら、適切に最短時間でＢス
ポット治療を行うライブ画像。術
者が１人であるとは信じられない
ものでした。耳鼻咽喉科専門医の
田中亜矢樹氏は、故堀口申作教授
（東京医科歯科大学）が 年前に開
発したＢスポット療法を今も実践
する臨床医のひとりです。Ｂスポ
ット療法は、上咽頭部の炎症が全
身疾患を引き起こす病巣感染の治

10

「手探りの操作では見落とす場合
Bスポット療法の前後。内視鏡所見で上咽頭のアデノイド
肥大がわかる
（上）
綿棒で擦過してみると膿栓と出血が著明
（下 ）
。

れだったと思います。ところが、あ

療に伴う痛みを軽減し、Ｂスポッ

綿棒

りとあらゆる難病に効くという論
調になってしまったため、医師が
懐疑的になり普及が進みませんで
した。しかし、実際の臨床のなか
で、目が重たいとかめまいがする
という患者さんのうち、メニエー
ル病のように低音障害性の難聴を
伴う内耳性のめまいと推測される
患者さんにＢスポット療法を行う
と、めまいが改善するケースが確
かにあります。あまりに劇的な変

10

明確な目的を持って慢性上咽頭炎

大阪耳鼻咽喉科に勤務し、当時の
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田中亜矢樹先生
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また、実際の所見については、
口からもかき出さないと改善は難

塗布するだけでは効果がなく、経

の た め に、「 典 型 的 な 慢 性 上 咽 頭

を共有すること」を挙げます。そ

田 中 氏 は 第 一 に、「 治 療 の 概 念

﹃ＩｇＡ腎症にＢスポット療法が

教示いただました。

ればＷａｔｃｈとＳｅｅの違いで

過ごすことになります。言ってみ

ですが、疑ってかからなければ見

れる慢性上咽頭炎の特徴のひとつ

よしていた上咽頭粘膜が硬くてタ

診時とは明らかに異なり、ぶよぶ

栓が出なくなり、画像を見ると初

ほどＢスポット療法を続けると膿

ことを重要視しています。２ヵ月

は塗布するというよりも擦過する

た。

田中氏は次のように言及されまし

す。

ことが重要です」と明言していま

鏡やＣＣＤカメラを利用して示す

炎は視認できるということを内視

ことは、患者の利益になるとは思

科医の手を離れてこれだけに頼る

てＢスポット療法を取り入れるの

プを受けながら補助的な治療とし

臓内科医にきちんとフォローアッ

なぜ効くのかはわからないが、腎

にＩｇＡ腎症についていろいろご

「ニスを塗ったように不自然な光
しいと思います。手技のイメージ

しょう」と、一定の臨床経験が必
イトな感じになってきます。これ

えば、将来は扁摘を受けるがまだ

う方もいます。その一方で、今も

りのついている話ではないかと言

ある。なお、歯科疾患の影響も考

というケースに試みる価値は十分

パルス療法を受けたが寛解しない

私も耳鼻科医という立場であっ

には、その旨を患者さんにお話し

他科との連携がＢスポット療法

患者さんはＢスポット療法を行っ
で辿り着いたという現状です。患

普及への早道であることは間違い
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沢がある場合も、内視鏡で認めら

要であることを示唆しています。あ

「年配の先生のなかには、Ｂスポ

入院の都合が付かないとか、扁摘

えないので避けるべきだろう。例

そ し て、 課 題 と 展 望 に つ い て、 は問題ないと考えている。腎臓内

わせて手技についても、
「私は両手
程ではないかと考えています。

でスコープと巻綿子を使いながら、 が、慢性上咽頭炎が治っていく過
フットスイッチで写真を撮ってい

年代にすでにけ

って鼻呼吸にとって重要な部位で

各地で実践している方がいる。で

えられるので、口腔内も確認して

～

フレキシブルファイバースコープ

あり、感染の関所としての役割も

は私は将来どうするかです。

ット療法は

の場合、耳鼻科医でも慣れないと

持っています。ただ、耳管の入口

当院で、昨年８月時点で

上咽頭はいわば交通の要所であ

難しいかもしれません」

でもあり耳管咽頭口が隣にあるの

ったＩｇＡ腎症の患者さんが、１

ますが、内視鏡の操作は、とくに

診断と治療のハードルは高いで

で、中耳炎などのトラブルを起こ

年経ってほぼ 人と増えています。 ても歯性病巣感染が疑われる場合

おくべきであろう﹄
（堀田先生）

す場合もあり、十分注意すること

人だ

すが、手探りによる〝巧みの技〟

が必要です。

ト療法普及の道を拓くことはでき

者さんが非常に孤立しているとい

なく、私は耳鼻科医の立場から内

しています。
新たな科学や未知の技術にとっ

う印象が強いため、昨年９月にＩ

ている病院を探し、やっとの思い

ＩｇＡ腎症で、慢性上咽頭炎の

て障害はつきものと言ってもよい

ないと言えます。

患者さんの上咽頭を擦過すると、

います」

与えられた役割のひとつと考えて

視鏡所見を積み重ねていくことが、
交流会を開くに際して堀田先生

会を開催しました。

ｇＡ腎症Ｂスポット療法患者交流
るための条件は何でしょうか。

では、Ｂスポット療法が普及す

でしょう。

このような場合は経鼻で単に薬を

膿栓が出てくるケースがあります。

次に症例をもとに見ていきます。
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簡単に出血し、ピーマンの種状の

Ｂスポット療法普及への課題

を科学的な根拠を持った汎用性の

70

ある医学にしなければ、Ｂスポッ
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