
【原著論文】筆頭著書 
1. IL-4 and TNF-α increased the secretion of eotaxin from cultured fibroblasts of nasal polyps with 
eosinophil infiltration.  
Yoshifuku K, Matsune S, Ohori J, Sagara Y, Fukuiwa T, Kurono Y. Rhinology, 2007; 45: 235-41.  
 
2. 鼻性眼科内合併症 
吉福孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉. JOHNS, 2018; 34: 1300-1304. 
 
3. 浅側頭動脈に発生した IgG4 関連動脈周囲炎の 1 例 (準確信群). 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉, 野元 三治. 耳鼻と臨床, 2017; 63: 215-222. 
 
4. 後頸部に発生した神経鞘腫の 1 症例. 
吉福 孝介, 松崎 勉, 西元 謙吾, 青木 恵美. 頭頸部外科, 2017; 27: 2785-89. 
 
5. 水に溶けるビーズ(アクアビーズ)による外耳道異物症例. 
吉福 孝介, 松崎 勉, 西元 謙吾, 鶴丸 浩士. 耳鼻と臨床, 2017; 63: 62-66. 
 
6. 菊池病の 2 例. 
吉福 孝介, 松崎 勉, 西元 謙吾, 朝隈 真一郎, 大野 文夫. 耳鼻と臨床, 2016; 62: 218-224. 
 
7. 気管切開術後創部感染に起因して IgA 血管炎を発症した症例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉, 松下 茂人. 日本耳鼻咽喉科学会会報, 2016; 119: 1397-1403. 
 
8. 血痰を主訴とした胸部大動脈瘤の 1 例. 
吉福 孝介, 松崎 勉, 西元 謙吾. 耳鼻と臨床, 2016; 62: 141-146. 
 
9. 口蓋腫瘍手術に対するポリグリコール酸シートとフィブリン糊使用に関する術後出血の検討. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉. 耳鼻と臨床, 2016; 62: 25-32. 
 
10． 耳鼻咽喉科薬物療法 2015 耳鼻咽喉科の疾患・症候別薬物療法 喉頭急性炎症 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉. JOHNS, 2015; 31: 1324-1327. 
 
11. 上顎洞癌に対する化学放射線併用療法中に Stevens-Johnson syndrome を発症した症例 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉, 松下 茂人. 日本耳鼻咽喉科学会会報, 2015; 118: 1436-1442． 
 
12. 頬部に発生した小唾液腺由来多形腺腫の 1 症例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉. 頭頸部外科, 2015; 25: 223-226. 
 



13. 頸部悪性リンパ腫による神経調節反射性失神の 1 症例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉, 牛飼 雅人. 日本耳鼻咽喉科学会会報, 2015; 118: 776-781. 
 
14. 頸部リンパ節結核の 6 例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉. 耳鼻と臨床, 2015; 61: 35-40. 
 
15. 当科で経験したセツキシマブ投与症例の重篤な副作用と Infusion Reaction 発現時の対応. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉, 川俣 洋生, 大園 ゆかり, 内宮 礼嗣.耳鼻と臨床, 2015; 61: 1-8. 
 
16. 私が愛する手術器具 121 喉頭蓋乱切刀. 吉福孝介 JOHNS, 2014; 30: 121-123. 
 
17. みみ・はな・のどの局所薬物療法 喉頭急性炎症に対する局所薬物療法.  
吉福 孝介. Monthly Book ENTONI, 2014; 168: 52 -56. 
 
18. 鼻翼に発生したグロームス腫瘍の 1 症例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉, 野元 三治. 頭頸部外科, 2014; 24: 43-147. 
 
19. 耳介軟骨骨折を合併した亜急性耳介血腫症例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉. 頭頸部外科, 2014; 24: 131-135. 
 
20. 顎関節症により両側口蓋扁桃摘出術施行時の術野展開が困難であった 1 症例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉. 日本耳鼻咽喉科学会会報, 2014; 117: 1264-1269. 
 
21. 喉頭麻痺を伴った喉頭帯状疱疹の 1 例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉. 耳鼻と臨床, 2014; 60: 168-172. 
 
22. トキソプラズマ性頸部リンパ節炎の 1 例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉, 野元 三治, 出口 浩二. 耳鼻と臨床, 2014; 60: 143-148. 
 
23. 鼻 NK/T 細胞リンパ腫の 3 例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 松崎 勉, 野元 三治, 花田 修一, 鶴丸 浩士. 耳鼻と臨床, 2014; 60: 92-98. 
 
24. 出血を繰り返す中咽頭癌後発リンパ節転移症例に対する Mohs 軟膏の有用性. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 川俣 洋生, 金澤 絵莉, 高濱 哲也, 松崎 勉. 耳鼻と臨床, 2014; 60: 67-71. 
 
25. 下咽頭癌の発見に Valsalva 法が有用であった 2 例. 
吉福 孝介, 西元 謙吾, 平瀬 博之, 松崎 勉. 耳鼻と臨床, 2014; 60: 60-66. 
 



26. 呼吸困難・嚥下困難 (急性喉頭蓋炎および扁桃周囲膿瘍 (下極型)) の診断と治療 
吉福 孝介. Monthly Book ENTONI, 2013; 154: 1-10. 
 
27. 成人急性喉頭蓋炎に対する喉頭蓋乱切術の有用性について 
吉福 孝介, 大堀 純一郎, 宮下 圭一, 黒野 祐一. 日本耳鼻咽喉科感染症研究会会誌, 2013: 31: 125-128. 
 
28. アレルギー性鼻副鼻腔炎患者に対する抗ヒスタミン薬とマクロライドの併用療法の有効性 
コンピュータ断層撮影(CT)による評価. 
吉福 孝介, 黒野 祐一, 積山 幸祐, 茶園 篤夫, 首藤 純.耳鼻と臨床, 2013; 59: 55-63. 
 
29. 成人急性喉頭蓋炎に対する気道確保の適応. 
吉福 孝介, 大堀 純一郎, 宮下 圭一, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2013; 106: 149-153. 
 
30. 頸部に発生した悪性線維性組織球腫例. 
吉福 孝介, 馬越 瑞夫, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2012; 105: 787-792. 
 
31. ACE 阻害剤による口腔底および顎下部の晩発性血管浮腫例. 
吉福 孝介, 大堀 純一郎, 黒野 祐一耳鼻咽喉科臨床, 2011; 104: 285-289. 
 
32. 後天性 C1-INH 欠損性血管浮腫例. 
吉福 孝介, 原田 みずえ, 福岩 達哉, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2010; 103: 1135-1139. 
 
33. 繰り返す頸部腫脹を主訴とした縦隔精上皮腫例. 
吉福 孝介, 林 多聞, 大堀 純一郎, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2010; 103: 1045-1050. 
 
34. 急性副鼻腔炎により発症した小児眼窩骨膜下膿瘍例. 
吉福 孝介, 馬越 瑞夫, 大堀 純一郎, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2010; 103: 921-926. 
 
35. 鼻性眼窩内合併症の検討 眼窩内合併症 5 例. 
吉福 孝介, 馬越 瑞夫, 大堀 純一郎, 黒野 祐一. 耳鼻と臨床, 2010: 56: 171-176. 
 
36. 急性喉頭蓋炎の診断・治療における問題点と対策 成人における問題点. 
吉福 孝介, 宮下 圭一, 大堀 純一郎, 早水 佳子, 林 多聞, 黒野 祐一 
日本耳鼻咽喉科感染症研究会会誌, 2010; 28: 209-214. 
 
37. 口腔内排膿誘導を試みた頬部膿瘍の 1 例. 
吉福 孝介, 松根 彰志, 馬越 瑞夫, 黒野 祐一. 耳鼻と臨床, 2010; 56: 24-28. 
 



38. 頸動脈合併切除を要した頸動脈小体腫瘍例. 
吉福 孝介, 宮下 圭一, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2009; 102: 767-772. 
 
39. 頸椎前方固定術 18 年後に発症した食道穿孔例. 
吉福 孝介, 福岩 達哉, 林 多聞, 大堀 純一郎, 田中 紀充, 黒野 祐一 
耳鼻咽喉科臨床, 2009; 102: 389-393. 
 
40. 急性喉頭蓋炎 84 症例の臨床的検討 
吉福 孝介, 宮下 圭一, 黒野 祐一. 日本耳鼻咽喉科感染症研究会会誌, 2009; 27: 165-169. 
 
41. 術前血管塞栓療法が有効であった鼻腔血管腫の 2 症例. 
吉福 孝介, 永野 広海, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科展望, 2009; 52: 34-42. 
 
42. 耳介血腫に対する持続陰圧ドレナージ法の効果. 
吉福 孝介, 馬越 瑞夫, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2009; 102: 197-200. 
 
43. 経鼻的下垂体手術後に発症した鼻中隔膿瘍の 1 例. 
吉福 孝介, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科展望, 2008; 51: 447-451. 
 
44. プランルカストの鼻茸好酸球浸潤抑制効果に関する臨床的検討. 
吉福 孝介, 松根 彰志, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2008; 101: 715-720. 
 
45. 頻回の外科的処置を要した深頸部および縦隔膿瘍例 
吉福 孝介, 永野 広海, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2008; 101: 367-373. 
 
46. CO2 レーザーと硬化療法併用治療した喉頭血管腫例. 
吉福 孝介, 永野 広海, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床; 2008, 101: 215-220. 
 
47. 咽後膿瘍により心肺停止したが救命し得た 1 症例. 
吉福 孝介, 永野 広海, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科展望, 2008; 51: 43-48. 
 
48. 顔面麻痺を伴った破傷風例. 
吉福 孝介, 永野 広海, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2008; 101: 55-60. 
 
49. 早期診断治療により改善したベーチェット病例. 
吉福 孝介, 永野 広海, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2008; 101: 115-120. 
 
 



50. 眼窩骨膜下膿瘍の 1 症例. 
吉福 孝介, 永野 広海, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科展望, 2007; 50: 236-243. 
 
51. 副鼻腔陰影を伴うアレルギー性鼻炎に対するマクロライドと抗アレルギー薬の併用療法. 
吉福 孝介, 松根 彰志, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2006; 99: 1023-1027. 
 
52. 好酸球性副鼻腔炎に対する経口ステロイド薬の有用性. 
吉福 孝介, 松根 彰志, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2005; 98: 865-871. 
 
53. 肺結核を伴った喉頭結核疑い例. 
吉福 孝介, 福岩 達哉, 西元 謙吾, 松根 彰志, 黒野 祐一. 耳鼻咽喉科臨床, 2004; 97: 1101-1106. 
 
54. 小児正中頸嚢胞症例の検討. 
吉福 孝介, 出口 浩二, 林 多聞, 松根 彰志, 黒野 祐一. 小児耳鼻咽喉科, 2004; 25: 33-35. 
 
55. 嗅覚障害に対する内視鏡下鼻内副鼻腔手術の治療成績. 
吉福 孝介, 松根 彰志, 大堀 純一郎, 森園 健介, 黒野 祐一. 日本鼻科学会会誌, 2002; 41: 156-161. 
 
56. 中鼻道に発生した有茎性鼻咽腔血管線維腫. 
吉福 孝介, 西園 浩文, 松崎 勉, 松根 彰志, 西元 謙吾, 黒野 祐一 
耳鼻咽喉科臨床,1999; 92: 1205-1209. 


