
■ シリーズ顔面神経麻痺 [日本耳鼻咽喉科学会 大阪地方部会] 

≪報告≫ 

（１）北村貴裕、松代直樹、梶川泰、鎌倉武史、奥村新一、立花慶太： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【１】 診断と治療のアルゴリズム 

   第307回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2008年12月6日、大阪 

（２）松代直樹、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【２】 柳原40点法の検者による差異 

   第307回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2008年12月6日、大阪 

（３）松代直樹、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【３】（ビデオ演題） 電気診断法（ENoG・NET）の実際 

   第307回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2008年12月6日、大阪 

（４）松代直樹、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【４】 ステロイドの種類により治癒率に差が生じるか？ 

   第308回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2009年3月7日、大阪 

（５）松代直樹、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【５】 ENoG以外で予後診断が可能か？ 

   第308回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2009年3月7日、大阪 

（６）松代直樹、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一、立花慶太： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【６】 顔面表情筋の仕組みとリハビリテーションの目的 

   第309回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2009年6月6日、大阪 

（７）立花慶太、松代直樹、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【７】 リハビリテーションの内容とその指導 

   第309回  日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2009年6月6日、大阪 

（８）立花慶太、松代直樹： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【８】 リハビリの満足度に関係する因子とは？ 

   第310回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2009年9月5日、大阪 

（９）松代直樹、上塚学、佐藤崇、鎌倉武史、北村貴裕、梶川泰、奥村新一、立花慶太： 

   シリーズ 顔面神経麻痺【９】 再発性・両側性麻痺の診断・疫学・治療・予後 

   第310回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2009年9月5日、大阪 

（１０）松代直樹、佐藤祟、上塚学、鎌倉武史、北村貴裕、梶川泰、奥村新一： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１０】 糖尿病合併の顔面神経麻痺 ～特徴はあるか？ 

    第311回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2009年12月5日、大阪 

（１１）松代直樹、鎌倉武史、北村貴裕、梶川泰、奥村新一、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１１】 症例報告（１） 進行性顔面神経麻痺を主訴とした頸静脈小体（グロムス）腫瘍の手術

経験 

    第311回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2009年12月5年、大阪 

（１２）北村貴裕、猪原秀典、松代直樹、梶川泰、古川雅史、鎌倉武史、奥村新一： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１２】 症例報告（２） 側頭骨転移にて顔面神経麻痺を呈した進行性乳癌の一例 

    第312回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年3月6日、大阪 

（１３）上塚学、佐藤崇、松代直樹、坂口喜清： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１３】 症例報告（３） 顔面神経麻痺を契機に発見された乳癌転移症例 

    第312回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年3月6日、大阪 



（１４）立花慶太、松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１４】 リハビリテーションの効果 

    第312回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年3月6日、大阪 

（１５）松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１５】 回復時期・最終時期における麻痺スコア（柳原40点法）の検者による差異① ～大阪大

学耳鼻咽喉科勤務医で 

    の検討～ 

    第313回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年6月5日、大阪 

（１６）松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１６】 回復時期・最終時期における麻痺スコア（柳原40点法）の検者による差異② ～顔面神

経麻痺の専門家9人と 

    全国の一般耳鼻咽喉科勤務医での検討～ 

    第313回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年6月5日、大阪 

（１７）松代直樹、佐藤崇、中村恵、上塚学、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１７】 歯科治療後の顔面神経麻痺症例の検討 ～歯科治療は直接的原因か？それとも偶発的な

ものか？～ 

    第314回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年9月4日、大阪 

（１８）上塚学、佐藤崇、松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１８】 症例報告（４） 顔面神経麻痺を呈した悪性外耳道炎の1例 

    第314回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年9月4日、大阪 

（１９）松代直樹、佐藤崇、中村恵、上塚学、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【１９】 高脂血症・高血圧は顔面神経麻痺の発症率・治癒率に影響するか？ 

    第315回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年12月4日、大阪 

（２０）立花慶太、松代直樹、大沼寿美江： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２０】 リハビリテーションの効果（第２報） 

    第315回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2010年12月4日、大阪 

（２１）松代直樹、佐藤崇、中村恵、上塚学、梶川泰、鎌倉武史、北村貴裕、奥村新一： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２１】 急性期に麻痺スコアが悪化するのは予後が悪いのか？ 

    第316回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2011年3月5日、大阪 

（２２）上塚学、松代直樹、佐藤崇： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２２】 症例報告（５） 両側顔面神経麻痺を呈した髄膜癌腫症の1例 

    第316回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2011年3月5日、大阪 

（２３）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、中村恵、大沼寿美江、西田武司、浦西友樹、青砥隆仁、木原裕太、陳延偉： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２３】 顔面神経麻痺のスコア解析を目的とした多視点同期撮影システム（Synchronous 

Multi-Angle High-speed Capture  

    System：SMAHCS）の開発 

    第317回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2011年6月4日、大阪 

（２４）立花慶太、松代直樹、大沼寿美江： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２４】 顔面神経完全麻痺患者のQOL帰結 ～Facial Clinimetric Evaluation Scaleを用いて～ 

    第317回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2011年6月4日、大阪 

※第318回日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会は台風のため休会（2011.9.3） 

（２５）中村恵、佐藤崇、木澤薫、大沼寿美江、松代直樹： 



    シリーズ 顔面神経麻痺【２５】 症例報告（６） 交代性両側顔面神経麻痺に異時性両側反回神経麻痺・復視・上肢感覚

異常を呈するなど奇異 

    的な経過を辿った1例 

    第319回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2011年12月3日、大阪 

（２６）立花慶太、大沼寿美江、松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２６】 顔面神経完全麻痺患者のQOL帰結に関わる因子とは？ 

    第319回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2011年12月3日、大阪 

（２７）北村貴裕、梶川泰、松代直樹、鎌倉武史、奥村新一： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２７】 症例報告（７） 難治性中耳炎にて発症し顔面神経麻痺をきたしたWegener肉芽腫症の

1例 

    第320回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2012年3月3日、大阪 

（２８）上塚学、松代直樹、佐藤崇： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２８】 症例報告（８） 耳介圧迫刺激により発症したと考えられる顔面神経麻痺の1例 

    第320回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2012年3月3日、大阪 

（２９）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、中村恵、大沼寿美江、北川智則、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【２９】 ラムゼイ・ハント症候群（１） 疱疹発現時期による特徴・予後の検討 

    第321回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2012年6月2日、大阪 

（３０）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、中村恵、大沼寿美江、北川智則、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３０】 妊娠・産褥期の顔面神経麻痺 

    第321回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2012年6月2日、大阪 

（３１）花田有紀子、佐藤崇、木澤薫、小野恵、 大沼寿美江、北川智則、松代直樹、立花慶太：  

    シリーズ 顔面神経麻痺【３１】 Bell麻痺の疫学的検討 

    第322回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2012年9月1日、大阪 

（３２）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、小野恵、大沼寿美江、北川智則、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３２】 ラムゼイ・ハント症候群（２） めまいの有無による特徴・予後の検討～ 

    第322回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2012年9月1日、大阪 

（３３）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、小野恵、北川智則、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３３】 ラムゼイ・ハント症候群（３） 難聴の予後と難聴の有無による顔面神経麻痺の特徴・

予後 

    第323回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2012年12月1日、大阪 

（３４）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、小野恵、北川智則、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３４】 症例報告（９） 髄膜癌腫症の1例 

    第323回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2012年12月1日、大阪 

（３５）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、小野恵、北川智則、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３５】 小児顔面神経麻痺 ～疫学（疾患・年齢・受診日）～  

    第324回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2013年3月2日、大阪 

（３６）佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、小野恵、北川智則、松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３６】 症例報告（１０） 髄膜癌腫症の1例 

    第324回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2013年3月2日、大阪 

（３７）松代直樹、木澤薫、佐藤崇、花田有紀子、小野恵、北川智則、井河怜子： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３７】 小児の顔面神経麻痺 ～治療内容・治癒成績～ 

    第325回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2013年5月25日、大阪 



（３８）松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３８】 柳原40点法を適切に評価する方法 ～その１（私案）～ 

    第325回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2013年5月25日、大阪 

（３９）松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【３９】 予後不良が想定される小児顔面神経麻痺に対する追加治療 

    第326回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2013年9月7日、大阪 

（４０）松代直樹： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４０】 柳原40点法を適切に評価する方法 ～その２（私案）～ 

    第326回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2013年9月7日、大阪 

（４１）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、井河怜子、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４１】 顔面神経減圧手術を要したHIV陽性の顔面神経麻痺2症例 

    第327回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2013年12月7日、大阪 

（４２）花田有紀子、佐藤崇、木澤薫、井河怜子、松代直樹、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４２】 症例報告（１１） 徐々に進行する顔面神経麻痺で発見された海綿静脈血管腫の1例 

    第327回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2013年12月7日、大阪 

（４３）松代直樹、木原裕太、小嶋寛明、陳延偉： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４３】 顔面神経麻痺を簡便かつ適切に評価する方法（10点法：仮称） ～SMAHCSの解析結果

から～ 

    第328回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2014年3月1日、大阪 

（４４）松代直樹、佐藤崇、木澤薫、花田有紀子、木澤薫、井河怜子、立花慶太： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４４】 顔面神経麻痺の再発について  ～顔面神経麻痺問診調査から～ 

    第328回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2014年3月1日、大阪 

（４５）松代直樹、佐藤崇、細川清人、北村江理、木澤薫、井河怜子： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４５】 顔面神経麻痺を簡便に評価できるトリアージ10点法の実際 ～成人症例～ 

    第329回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2014年6月7日、大阪 

（４６）松代直樹、佐藤崇、細川清人、北村江理、木澤薫、井河怜子： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４６】 顔面神経麻痺を簡便に評価できるトリアージ10点法の実際 ～小児症例～ 

    第329回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2014年6月7日、大阪 

（４７）北村江理、松代直樹、佐藤崇、細川清人、井河怜子、木澤薫： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４７】 トリアージ10点法における予後診断結果の分布 ～トリアージになっているか？～  

    第330回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2014年9月6日、大阪 

（４８）松代直樹、佐藤崇、細川清人、北村江理、井河怜子、木澤薫： 

    シリーズ 顔面神経麻痺【４８】 内耳道腫瘍が原因と考えられる顔面神経麻痺症例の検討 ～確定診断がついた2例を中

心に～ 

    第330回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2014年9月6日、大阪 

 

 


