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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～ 
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花田有紀子、佐藤崇、木澤薫、上塚学、松代直樹： 

徐々に進行する顔面神経麻痺で発見された海綿状血管腫の1例 

第115回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2014年5月16日、福岡 

 

花田有紀子、佐藤崇、木澤薫、井河怜子、松代直樹、立花慶太： 
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顔面神経麻痺を呈した悪性外耳道炎の2症例 

第35回 日本顔面神経研究会 2012年5月31日、猪苗代 

 

上塚学、松代直樹、佐藤崇： 

耳介圧迫を契機に発症した顔面神経麻痺の1例 
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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 
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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 
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第318回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2011年9月3日、大阪 
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難治性中耳炎にて発症し、顔面神経麻痺をきたしたWegener肉芽腫症の一例 

第34回 日本顔面神経研究会 2011年6月3日、新宿 

 

上塚学、松代直樹、佐藤崇： 

顔面神経麻痺を呈した髄膜癌腫症の2例 

第34回 日本顔面神経研究会 2011年6月3日、新宿 

 

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 

 

上塚学、佐藤崇、松代直樹： 

顔面神経麻痺を呈した悪性外耳道炎の1例 

第20回 日本耳科学会総会・学術講演会 2010年10月8日、松山 



 

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 

 

北村貴裕、猪原秀典、松代直樹： 

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33回 日本顔面神経研究会 2010年5月27日、福岡 

 

上塚学、松代直樹、佐藤崇： 

顔面神経麻痺を契機に発見された乳癌転移症例 
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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 

 

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日、大阪 

 

北村貴裕、松代直樹： 

両側交代性顔面神経麻痺を契機として多発性硬化症と診断された一例 

第32回 日本顔面神経研究会 2009年6月4日、淡路 
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Bell's palsy and Ramsay Hunt syndrome during interferon therapy for chronic hepatitis C and B infection 

XI International Facial Nerve Symposium 2009年4月28日、ローマ（イタリア） 

 

松代直樹： 

歯科治療により生じた味覚障害の2症例 

第31回 日本顔面神経研究会 2008年5月30日、有楽町 

 

松代直樹： 

インターフェロン使用中に発症した顔面神経麻痺の2例 

第30回 日本顔面神経研究会 2007年6月1日、名古屋 

 

松代直樹、梶川泰、鎌倉武史、市吉佳代子、北村貴裕、奥村新一、森川公美子： 



インターフェロンα-2b使用中に発症した顔面神経麻痺の2症例 

第299回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2006年12月9日、大阪 

 

松代直樹、立花慶太： 

慢性関節リウマチに対する抗TNF-α製剤レミケード®（インフリキシマブ）導入を契機に発症した多発性脳神経障害を呈する耳性

帯状疱疹（Ramsay Hunt 症候群）の1例 
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慢性関節リウマチに対しレミケード（インフリキシマブ）導入を契機に発症した多発脳神経障害を呈する帯状疱疹（ラムゼイ・ハ

ント症候群）の一例 

第 295 回 日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 2005 年 12 月 10 日、大阪 

 

 


