
第 43回 日本顔面神経学会ならびに

第 11回顔面神経麻痺 リハビリテーション技術講習会のお知らせ

下記の通 り開催いたします。温泉旅館が会場ですので、クールビズ (ノ ーネクタイ)でお気軽にお越 しください。
多数のご参加をお待ち申し上げます。

第 43回 日本顔面神経学会

会 期 :令和 2(2020)年 5月 28日 (木 )、 5月 29日 (金 )

会 場 :道後温泉 大和屋本店

〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町 20-8

TEL : 089-935-8880  FAX : 089-935-8881

'           URL: http://www.yamatoyahonten.com/

テーマ :温故知新

特別企画

特別講演 1(ス ポンサー ドセミナー)

「顔面神経麻痺―過去 。現在・未来一」

演者 村上 信五 先生 (名 占屋市立東部医療センター)

特別講演 2(ラ ンチョンセ ミナー )

「末梢神経外科から学ぶ神経系のダイナミズム」
演者 平田 仁 先生 (名 古屋大学手の外科)

日韓合同セ ミナー :2021 1FNS Kick off Seminar

シンポジウム

1)「鼓索神経の謎に迫る」
2)「フィジカルセラピーの新展開」
3)「Hunt症候群治癒率向上への挑戦」

パネルディスカッション

1)「BeH麻痺 。Hunt症候群の後遺症に対する形成外科的アプローチ ー治療指針作成に向けて一」
2)「新しい顔面神経麻痺評価法と柳原法の融合」 ヽ

手術 VTRセ ミナー :顔面神経の扱い方

その他、ランチョンセミナーを 2題を予定

演 題 募 集 :一般演題を広く募集いたします。

要望演題として、 「研究会時代のリバイバル演題」を募集いたします。
5年以上前の演題をブラッシュアップし再発表 (温故知新)して下さい。

演題募集期間 :令和元 (2019)年 12月 4日 (水)～令和 2(2020)年 2月 5日 (水 )

演題登録は、オンライン登録のみといたします。

第 43回 日本顔面神経学会の公式 webサィ ト (http://ww.fnr.umin.jp/43rd/)か ら演題募集要項
のページヘ進んでいただき、演題登録 してください。図表の登録はできません。登録完了後、受付
番号が発行 されます。必ず確認メールが届いたことを確認 してください。詳細につきましては、第
43回 日本顔面神経学会の公式 webサィ トをご覧ください。

聯



参

※

発 表 形 式 :発表はPCプ レゼンテーションによる日演のみを予定しております (応募数によりましては、一

部ポスター発表へ変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください)。 投影スクリー
ンは 1面です。会場の PCの OSは Windows 10で 、Microsoft PowerPointの バージョンは 2013

とな ります。記録媒体 (USBフ ラッシュメモ リなど)に保存 してご持参 くだ さい。WindOws PC
でもご発表データに動画が含まれる場合やMacintoshを ご使用になる場合は、ご自身のPCで ご
発表となりますので接続用ケーブル (D― sub15ピン)を ご持参ください。また、 トラブルに備
え、バックアップデータをお忘れなくご持参ください。発表に使用するPCは、すべて画面のサ
イズを16:9に統一しております。

発 表 資 格 :会則により、演者は日本顔面神経学会の正会員に限ります。正会員でない場合には、演題申込の前
に日本顔面神経学会のWebサイ トの「入会案内」をご覧のうえ、入会手続きをお願いいたします。

専門医登録 :日 本耳鼻咽喉科学会専門医の参加登録は、ネームカー ド着用の上、総合受付横の日耳鼻専門医登録
受付にて日耳鼻会員カー ド (ICカード)を ご呈示いただき、登録を行つてください。

※本学会は、日本専門医機構の領域専門医更新における、日本耳鼻咽喉科学会に関連する学会、日本形成外科学
会に関連する学会としての出席単位が認められています。また、日本ペインクリニック学会の認めた専門医資格
更新のための生涯教育基準点数 (3点 )を有します。特別企画の一部は各領域講習として申請予定です。
※学会には会員以外の方でも参加できます。研修医、学生以外の方の参加費などの詳細にらぃては、第 43回 日本
顔面神経学会の公式 webサィ トをご覧ください。
※個人情報保護、著作権保護、肖像権保護の観点から、如何なる写真撮影、録音、ビデオ撮影もご遠慮ください。
※ご発表いただきました全ての演題の要旨は、原則 として FaCial N Res Jpn Vol.40へ ご投稿 くだ さい|

加 費 :医師 :15,000円

医師以外 :10,000円

初期臨床研修医 。学生 :無料 (施設の証明または学生証が必要)

総合懇親会 :無料

第 43回 日本顔面神経学会出席の方は、第 11回顔面神経麻痺 リハビリテーション技術講習会にも参加可能で
す。  ・

第 11回顔面神経麻痺リハビリテーション技術講習会

会 期 :令和 2(2020)年 5月 29日 (金 )午後 2時 00分～5時 30分 (予定 )

会 場 :道後温泉 大和屋本店

講習会プログラム

1)「顔面神経麻痺の原因と病態」                 藤原 圭志 先生
2)「顔面神経麻痺の評価表」          、       松代 直樹 先生
3)「 FaCE Scale(Facial Clinimetric EvaluatiOn Scale)に ついて」 飴矢 美里 先生
4)「顔面神経麻痺 リハビリテーションの実際とその効果」     森嶋 直人 先生、立花 慶大 先生

顔面神経麻痺 リハの基本方針、ENoG、 ス トレッチ 。開瞼運動・フィー ドバック練習の実際を実技実演
5)「形成外科術後と中枢性顔面神経麻痺のリハビリテーション」  栢森 良二 先生

参 カロ費 :リ ハビリテーション技術講習会にのみ参加 :5,000円

※全プログラム受講者には顔面神経麻痺 リハビリテーション技術講習会の受講証明書をお渡 しします。
※第 43回 日本顔面神経学会出席の方は、第 11回顔面神経麻痺 リハビリテーション技術講習会にも参加可能です。

学会事務局 :愛媛大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
〒7910295愛 媛県東温市志津川 454

TEL:089-960‐ 5366  FAX:089-960-5368  E―mail: fnr43@amsys.Jp

第 43回学会ホームページ :http:〃www.fnr.umin.jp/43rd/

第 43回 日本顔面神経学会会長 羽藤直人

学会担当事務局長 山田啓之


