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………………………………………呉 晃一，水吉朋美，大田隆之，松井和夫…４０１ ⑥
６９． 補聴器装用後に幻聴が改善した一例

………………………伊藤恵里奈，杉浦彩子，内田育恵，安江 穂，中島 務…４０３ ⑦
７０． 当科の初期調整における雑音に対する慣れの変化
………………………………………………鈴木大介，新田清一，太田真未，岡崎 宏，

坂本耕二，齋藤 真，野口 勝，藤田紘子，小川 郁…４０５ ⑦
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７１． 室内音環境と補聴システムに関する検討
……………………亀井昌代，佐藤宏昭，米本 清，石鉢みづほ，小田島葉子…４０７ ⑦

７２． 前後音の到来方向が識別可能な「音場型補聴器」の提案……………小泉 勇…４０９ ⑦

第１６群 : 補聴２（１４ : ４０～１５ : ４０） 座長 岡本牧人
７３． 入院中のアルツハイマー型認知症患者に対する補聴器適合の試み

…………………………………………………………………能登霊威，中澤 操…４１１ ⑦
７４． 高齢者における鼓室形成術後の補聴器装用成績の検討

……………………………………………………白馬伸洋，三瀬和代，羽藤直人…４１３ ⑦
７５． 高齢期難聴者における単語識別時の韻律情報の利用について

…………………………………………………小渕千絵，廣田栄子，大金さや香…４１５ ⑦
７６． 当院における補聴器外来の現状報告…………鮎澤詠美，河野 淳，冨澤文子，

芥野由美子，野波尚子，南雲麻衣，萩原 晃，
西山信宏，河口幸江，白井杏湖，齋藤友介，鈴木 衞…４１７ ⑦

７７． 補聴器の管理・販売に関するアンケート調査……………中原 啓，間三千夫，
野村直孝，宝上竜也，硲田猛真，河野 淳，榎本雅夫…４１９ ⑦

第１７群 : 補聴３（１５ : ４０～１６ : ４０） 座長 細井裕司
７８． BAHA装用者におけるデータロギング及びマルチメモリ機能を用いた装用訓練

…………………………片岡大輔，福井英人，小西将矢，土井 直，友田幸一…４２１ ⑦
７９． 軟骨伝導補聴器の開発（第 11報） ―振動子接触圧による言葉の聞こえの変化―

………………………………………下倉良太，細井裕司，西村忠己，北原 糺…４２３ ⑦
８０． 軟骨伝導補聴器の開発（第 12報）―軟骨伝導の周波数特性と語音明瞭度―

……………宮前了輔，西村忠己，細井裕司，齋藤 修，下倉良太，北原 糺…４２５ ⑦
８１． 軟骨伝導補聴器の開発（第 13報）―注水により外耳道を閉鎖したときの

軟骨伝導閾値―…………………………………西村忠己，細井裕司，齋藤 修，
宮前了輔，下倉良太，北原 糺…４２７ ⑦

８２． 伝音難聴（混合難聴）の補聴器装用に見られる問題点と当院での工夫
………………………………………加藤大介，柘植勇人，三宅杏季，加藤由記…４２９ ⑦

第１８群 : 補聴４（１６ : ４０～１７ : ４０） 座長 杉内智子
８３． 当科におけるデジタル無線方式補聴援助システムの使用経験

……………村田考啓，小原 透，中島恭子，篠原悠子，水谷清隆，近松一朗…４３１ ⑦
８４． 補聴器試聴後の装用時の聞こえの自己評価と家族評価について

……………齋藤 修，西村忠己，浦谷悠加，福田芙美，細井裕司，北原 糺…４３３ ⑦
８５． 補聴器診療における定期的・長期的な聴覚管理の意義について

～装用効果の変化を中心に～…………………齋藤 真，新田清一，鈴木大介，
岡崎 宏，太田真未，坂本耕二，野口 勝，藤田絋子…４３５ ⑦

８６． 簡易音場閾値チェックシステムの測定精度
…………………………西野安男，坂本真一，大築一興，泰地秀信，神崎 仁…４３７ ⑦
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８７． 補聴器適合検査の指針（2010）における検査結果の変化
……………………………………鈴木伸嘉，佐藤梨里子，鈴木宏明，塚田景大，

岩佐陽一郎，工 穣，岩崎 聡，宇佐美真一…４３９ ⑦

第 １ 日 １１月２７日（木） ＜第４会場＞

第１９群 : 聴覚障害１（９ : ００～１０ : ００） 座長 三邉武幸
８８． 乳児期に一側性難聴が疑われた症例の検討（１）………牧 敦子，井上理絵，

梅原幸恵，佐野 肇，鈴木恵子，原 由紀，中川貴仁，岡本牧人…４４１ ⑤
８９． 乳児期に一側性難聴が疑われた症例の検討（２） ―ＳＴが介入した症例―

………………………………………井上理絵，牧 敦子，梅原幸恵，佐野 肇，
鈴木恵子，原 由紀，中川貴仁，岡本牧人…４４３ ⑤

９０． ３歳以降に診断をうけた中等度・高度難聴症例の検討
………………………才川悦子，新谷朋子，小笠原徳子，�橋 希，海﨑 文，

吉野真代，今野綾美，北川可恵，氷見徹夫…４４５ ⑤
９１． 当科における中等度難聴児の検討……………今野綾美，才川悦子，新谷朋子，

小笠原徳子，海﨑 文，吉野真代，北川可恵，氷見徹夫…４４７ ⑤
９２． 2012―2013年の風疹流行に伴う先天性風疹症候群症例の検討

……………………………………守本倫子，鈴木法臣，土橋奈々，原 真理子…４４９ ⑤

第２０群 : 聴覚障害２（１０ : ００～１１ : ００） 座長 東野哲也
９３． ５症例からみた小児心因性難聴の現況………阪本浩一，大津雅秀，松永達雄…４５１ ⑤
９４． 聴覚評価目的に 3歳未満で当科初診となったダウン症児の検討

………有本友季子，仲野敦子，金子由佳，黒谷まゆみ，猪野真純，工藤典代…４５３ ⑤
９５． 先天性血小板減少と進行性難聴により発見されたMYH9異常症の１家系

………………………………………………和佐野浩一郎，松永達雄，小川 郁…４５５ ⑤
９６． 難聴患者の次世代シークエンサーによる遺伝子変異エクソーム解析

……………………………………坂田阿希，樫尾明憲，松本 有，狩野章太郎，
柿木章伸，尾形エリカ，赤松裕介，山岨達也…４５７ ⑤

９７． 次世代シークエンス解析で外有毛細胞モーター蛋白 prestin遺伝子に変異が
同定された１難聴家系………………………………………松永達雄，守本倫子，

鈴木法臣，原 真理子，土橋奈々…４５９ ⑤

第２１群 : 聴覚障害３（１１ : ００～１２ : ００） 座長 佐藤宏昭
９８． 遺伝子解析を行った Auditory Neuropathyにおける DPOAEの経過

………………………北尾恭子，守本倫子，仲野敦子，有本友季子，杉内智子，
増田佐和子，岡本康秀，森田訓子，加我君孝，松永達雄…４６１ ⑤

９９． 日本人難聴遺伝子変異データベースの構築と臨床応用
……西尾信哉，宮川麻衣子，内藤武彦，岩佐陽一郎，市瀬 彩，宇佐美真一…４６３ ⑪

１００． 一側性感音難聴症例における健側耳の内耳MR画像所見の検討
…………加藤 健，吉田忠雄，大竹宏直，寺西正明，朝日清光，曾根三千彦…４６５ ⑤
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１０１． 蝸牛症状を訴え受診した純音聴力正常者の DPOAE

…………………………………………………市島 龍，安田真美子，枝松秀雄…４６７ ⑤
１０２． 聴覚障害者における環境音の聴覚表象に関する研究

………………………………………田原 敬，原島恒夫，小林優子，堅田明義…４６９ ⑤

第２２群 : 聴覚障害４（１４ : ４０～１５ : ４０） 座長 枝松秀雄
１０３． 愛媛大学病院における抗加齢ドックおよび聴力ドック第 5報

―聴力性差における騒音暴露歴と動脈硬化の影響―
………………………………………三瀬和代，白馬伸洋，田原康玄，羽藤直人…４７１ ⑤

１０４． 高齢聴神経腫瘍患者の聴力変化……………鴫原俊太郎，野村泰之，浅川剛志，
増田 毅，友松裕貴，亀井知春，岡田雅子…４７３ ⑤

１０５． 動脈硬化が聴力に及ぼす影響―岩木健康増進プロジェクトにおける縦断的検討―
…………………………………………………佐々木 亮，南場淳司，松原 篤…４７５ ⑤

１０６． 急性高度難聴の新しい診断基準……………小川 郁，宇佐美真一，岡本牧人，
喜多村 健，暁 清文，佐藤宏昭，中島 務，
原 晃，福島邦博，福田 諭，山岨達也…４７７ ⑤

１０７． 当科で経験した ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）における聴力像の検討
………………………………………齋藤和也，白石 功，小林孝光，佐藤満雄，

宮下美恵，磯野道夫，瀬尾 徹，土井勝美…４７９ ⑤

第２３群 : 聴覚障害５（１５ : ４０～１６ : ４０） 座長 神崎 晶
１０８． 高度な突発性難聴（Grade4）に対する鼓室内ステロイド療法の

周波数別治療効果について……河野敏朗，石戸谷淳一，高橋優宏，荒井康裕…４８１ ⑪
１０９． 突発性難聴における遺伝子多型の検討………寺西正明，内田育恵，加藤 健，

大竹宏直，吉田忠雄，杉浦彩子，曾根三千彦，中島 務…４８３ ⑤
１１０． 突発性難聴における聴力改善の経過と改善率についての検討

…………………………永井賀子，萩原 晃，河口幸江，小川恭生，鈴木 衞…４８５ ⑤
１１１． randomized studyによる突発性難聴に対する IGF1、

デキサメサゾン鼓室内投与療法の比較………熊川孝三，三澤 建，加藤 央，
武田英彦，中川隆之，伊藤壽一…４８７ ⑤

１１２． 両側性低音障害型感音難聴の分子遺伝学的検討………笠倉奈津子，増田正次，
増田佐和子，阪本浩一，小河原昇，三澤逸人，甲能直幸，松永達雄…４８９ ⑪

第２４群 : 聴覚障害６（１６ : ４０～１７ : ５２） 座長 小林俊光
１１３． 急性感音難聴をきたし脳脊髄液減少症が原因と考えられた 2症例

…………………………………………………………………古田厚子，小林一女…４９１ ⑤
１１４． 難聴を初発症状とした交感性眼炎の 2例

………………………………………川島慶之，野口佳裕，�橋正時，澤田光毅…４９３ ⑤
１１５． Petrous apex cephaloceleと Chiari I型奇形を認めた髄膜炎罹患のある

左感音難聴の 1例…………………………………………井上真規，小河原 昇…４９５ ⑤
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１１６． Muckle―Wells症候群における聴平衡覚障害の検討
……………渡邊浩基，野口佳裕，伊藤 卓，�橋正時，小池竜司，窪田哲朗…４９７ ⑤

１１７． 弛緩部型真珠腫の術後再発率への、鼻すすり癖の寄与について
………………………………………齋藤雄一，�岩一貴，野田哲平，小宗静男…４９９ ⑪

１１８． 耳科・神経耳科手術後に生じる低周波数領域の気骨導差に関する考察
…………………………北原 糺，成尾一彦，西村忠己，山下啓範，下倉良太，

森本千裕，齋藤 修，福田芙美，浦谷悠加，赤坂咲恵…５０１ ⑤

第 ２ 日 １１月２８日（金） ＜第１会場＞

第２５群 : 主題２ 新生児聴覚スクリーニング後の療育体制の問題点１（９ : ００～１０ : ００）
座長 川城信子

１１９． 福島県における新生児聴覚スクリーニング 10年の経過
…………馬場陽子，山田奈保子，鶴岡美果，松井隆道，小川 洋，大森孝一…５０３ ⑪

１２０． 新生児聴覚スクリーニング後の幼児期、学齢期の難聴児の支援
―長野県難聴児支援センターの取り組みから―
……………………前田麻貴，宮川麻衣子，茂木英明，工 穣，宇佐美真一…５０５ ⑪

１２１． 当院における新生児聴覚スクリーニング 12年間の検討
………………………………………佐藤輝幸，水野知美，高橋 辰，石川和夫…５０７ ⑪

１２２． 宮崎県における新生児聴覚スクリーニング検査 pass後の進行性・
遅発性難聴児の検討……………白根美帆，牛迫泰明，山本麻代，近藤香菜子，

倉澤美智子，松田悠佑，中島崇博，東野哲也…５０９ ⑤

第２６群 : 主題２ 新生児聴覚スクリーニング後の療育体制の問題点２（１０ : ００～１１ : ００）
座長 中澤 操

１２３． 人工内耳手術例から見た岩手県における新生児聴覚スクリーニングの現況
…………………………………小林有美子，嶋本記里人，佐藤宏昭，村井盛子，

及川絵美子，櫻井孝男，水川敦裕，村井和夫…５１１ ⑧
１２４． 東京都内の通園施設での新生児聴覚スクリーニングを受けた難聴児数の年度別変化

…………………………………………………………………内山 勉，徳光裕子…５１３ ⑨
１２５． 宮城県の小児難聴に対する医療、療育の現状と問題点について……�梨芳崇，

川瀬哲明，沖津卓二，八幡 湖，奥村有理，宮崎浩充，香取幸夫…５１５ ⑨
１２６． 新生児聴覚スクリーニング後の療育支援の必要性について

……………………橋本かほる，能登谷晶子，原田浩美，伊藤真人，吉崎智一…５１７ ⑨

第２７群 : 主題２ 新生児聴覚スクリーニング後の療育体制の問題点３（１１ : ００～１２ : ００）
座長 麻生 伸

１２７． 新生児聴覚スクリーニングから診断された難聴児への介入時期の検討
……………………………………鶴岡弘美，石川和代，臼井智子，増田佐和子…５１９ ⑨

１２８． 山口県の乳幼児難聴の療育に関わる問題点の検討………中津愛子，橋本 誠，
菅原一真，下郡博明，池田卓生，山下裕司…５２１ ⑨
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１２９． 新生児スクリーニング後の療育体制の問題点―南大阪地区を例として―
…………………………………………………間 三千夫，中原 啓，野村直孝，

宝上竜也，硲田猛真，河野 淳，榎本雅夫…５２３ ⑨
１３０． 徳島県における難聴児の支援体制…………千田いづみ，島田亜紀，佐藤公美，

長嶋比奈美，宇高二良，武田憲昭…５２５ ⑨

第２８群 : 主題２ 新生児聴覚スクリーニング後の療育体制の問題点４（１３ : ２０～１４ : ２０）
座長 田中美郷

１３１． 山梨県における新生児聴覚スクリーニング後の療育機関への連携における
現状と問題点………遠藤周一郎，今村俊一，前田恭子，金子正子，増山敬祐…５２７ ⑨

１３２． 新生児聴覚スクリーニング難聴確定後の聴力変化の検討
………………………………………水野知美，佐藤輝幸，高橋 辰，石川和夫…５２９ ⑪

１３３． 補聴器装用での療育指導が有効であった Auditory neuropathy spectrum disorderの
一症例―新生児聴覚スクリーニング後 5年の経過―…仲野敦子，有本友季子，

松永達雄，齊藤伸子，高橋典子，工藤典代…５３１ ⑤
１３４． 群馬県における新生児聴覚スクリーニングの現況………中島恭子，村田考啓，

小原 透，篠原悠子，長井今日子，近松一朗…５３３ ⑪

第 ２ 日 １１月２８日（金） ＜第２会場＞

第２９群 : 聴性誘発反応１（９ : ００～１０ : ００） 座長 芳川 洋
１３５． 聴性誘発脳磁場を用いたカクテルパーティー効果の検討 : 視覚情報の効果

…………………………………………………………………鈴鹿有子，樋口正法…５３５ ④
１３６． 視覚情報提示による聴覚誘発磁界の変化

…………………………八幡 湖，川瀬哲明，坂本修一，中里信和，香取幸夫…５３７ ④
１３７． 高齢者における残響を付加した音声に対する聴性脳幹反応と単語了解度との関連性

…………………………………………………………………藤平晴奈，白石君男…５３９ ④
１３８． DPOAEの発生機構からみた突発性難聴の病態 ………………………泰地秀信…５４１ ④
１３９． 骨導超音波の temporal window of integrationについて ……………岡安 唯，

浦谷悠加，西村忠己，中川誠司，山下哲範，細井裕司，北原 糺…５４３ ④

第３０群 : 聴性誘発反応２（１０ : ００～１１ : ００） 座長 川瀬哲明
１４０． 21trisomy児における ABR ASSRの検討 …兵庫美砂子，岡本志央，森岡繁文，

中村高志，瀧 正勝，志多真理子，坂口博史，久 育男…５４５ ④
１４１． Chirp音を用いた ABRの有用性

………………………伊藤 吏，安達みゆき，窪田俊憲，小泉 優，欠畑誠治…５４７ ④
１４２． CE―Chirp�音を用いた小児の聴性定常反応、聴性脳幹反応の有用性の検討

…………石川浩太郎，渡司雅代，北 義子，大畑秀央，小林美穂，角田航平…５４９ ④
１４３． Chirp音を用いた ASSRの有用性

…………………………千葉寛之，伊藤 吏，渡辺知緒，窪田俊憲，欠畑誠治…５５１ ④
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１４４． ABR・ASSRの結果と純音聴力検査閾値に解離のある小児難聴例
………大上麻由里，追川陽子，関口美也子，塚原桃子，鈴本典子，大川智恵…５５３ ⑤

第３１群 : 人工中耳１（１１ : ００～１２ : ００） 座長 工 穣
１４５． 人工中耳（Vibrant Soundbridge）臨床治験の概要と安全性について

………………………岩崎 聡，神崎 晶，熊川孝三，宇佐美真一，土井勝美，
内藤 泰，暁 清文，東野哲也，高橋晴雄，神田幸彦…５５５ ⑧

１４６． 本邦における人工中耳（Vibrant Soundbridge�）臨床治験
―フィッティング手技について―……………熊谷文愛，射場 恵，熊川孝三，

武田英彦，神崎 晶，宇佐美真一，岩崎 聡，土井勝美，
内藤 泰，暁 清文，東野哲也，高橋晴雄，神田幸彦…５５７ ⑧

１４７． VSB（Vibrant Soundbridge）6症例の術後成績
………………………倉澤美智子，松田圭二，山本麻代，牛迫泰明，白根美帆，

近藤香菜子，松田悠佑，中村 雄，中島崇博，東野哲也…５５９ ⑧
１４８． 本邦における人工中耳（Vibrant Soundbridge）臨床治験―アンケートによる

自覚的評価結果について―………松田圭二，東野哲也，神崎 晶，熊川孝三，
宇佐美真一，岩崎 聡，山中 昇，土井勝美，

内藤 泰，暁 清文，高橋晴雄…５６１ ⑧
１４９． 伝音、混合性難聴に対する BONEBRIDGEの有効性について

……………………森 健太郎，工 穣，鈴木宏明，岩崎 聡，宇佐美真一…５６３ ⑧

第３２群 : 人工中耳２（１３ : ２０～１４ : ３２） 座長 岩崎 聡
１５０． 本邦で実施した人工中耳（Vibrant Soundbridge）臨床治験における補聴器と

人工中耳の比較検討……………神田幸彦，高橋晴雄，宇佐美真一，土井勝美，
熊川孝三，東野哲也，内藤 泰，暁 清文，

小川 郁，岩崎 聡，加我君孝…５６５ ⑧
１５１． 人工中耳MVSの伝音難聴・混合性難聴に対する有効性・安全性の検証試験

―静寂下および雑音下の語音聴取成績………土井勝美，神崎 晶，岩崎 聡，
熊川孝三，宇佐美真一，山中 昇，内藤 泰，
暁 清文，東野哲也，高橋晴雄，神田幸彦…５６７ ⑧

１５２． 骨導インプラントと人工中耳の適応に関する検討
……………………工 穣，森 健太郎，鈴木宏明，岩崎 聡，宇佐美真一…５６９ ⑧

１５３． BAHA装用症例の検討……………坂口博史，岡本志央，中村高志，瀧 正勝，
兵庫美砂子，久 育男…５７１ ⑧

１５４． 補聴器装用効果、骨導閾値と Baha装用効果の比較 ……山本麻代，白根美帆，
近藤香菜子，倉澤美智子，松田悠佑，牛迫泰明，松田圭二，東野哲也…５７３ ⑧

１５５． BAHA成績と手術後合併症………小林孝光，白石 功，佐藤満雄，齋藤和也，
磯野道夫，小濱久美，木下智美，土井勝美…５７５ ⑧
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第３３群 : 補聴５（９ : ００～１０ : ００） 座長 白石君男
１５６． 周波数選択性の劣化を考慮したスペクトル強調方法の検討…………中市健志，

森本隆司，原田耕太，岡本康秀，神崎 晶，貫野彩子，小川 郁…５７７ ⑦
１５７． KCNQ4遺伝子変異による難聴患者の補聴器装用効果についての検討

…………………………………佐藤梨里子，鈴木伸嘉，工 穣，宇佐美真一…５７９ ⑦
１５８． 総合支援法に該当しない難聴児の補聴器装用状況

…………………………寺崎雅子，櫛橋幸民，江川峻哉，石橋 淳，北田良裕，
土方 彩，関恵美子，稲枝道子，瀬戸さやか，三輪レイ子…５８１ ⑦

１５９． 札幌市の軽・中等難聴補聴器助成制度と対象となった小児例………新谷朋子，
吉野真代，才川悦子，海﨑 文，今野綾美，北川可恵，氷見徹夫…５８３ ⑦

１６０． 就学後に診断され補聴器を装用した難聴児
……………………岡田慎一，小室久美子，新井 峻，内田紗保子，高橋邦明…５８５ ⑦

第３４群 : 耳鳴１（１０ : ００～１１ : ００） 座長 植田広海
１６１． 無難聴性耳鳴と難聴性耳鳴の安静時 fMRIによる聴覚路機能的結合の検討

……………………………………南 修司郎，大石直樹，渡部高久，小川 郁…５８７ ⑥
１６２． 当科における無難聴性耳鳴症例の検討

………………………………………小池健輔，�岩一貴，野田哲平，小宗静男…５８９ ⑥
１６３． 無難聴性耳鳴治療の限界と新たな試み

…………………………柘植勇人，加藤大介，三宅杏季，加藤由記，古賀浩子…５９１ ⑥
１６４． 耳鳴と精神疾患……………………清水謙祐，松田圭二，鳥原康治，東野哲也…５９３ ⑥
１６５． 問診により聴取した耳鳴発症、増悪の契機となった要因について

…………………………加藤匠子，坂下哲史，和田匡史，小杉祐季，山根英雄…５９５ ⑥

第３５群 : 耳鳴２（１１ : ００～１２ : ００） 座長 森 浩一
１６６． 耳鳴治療における音響療法の選択と効果について

……………………蒲谷嘉代子，高橋真理子，関谷健一，関谷芳正，加藤有加，
春田和華子，大脇真奈，渡邉啓介，松田太志，村上信五…５９７ ⑥

１６７． 補聴器による TRTを継続し得た症例と継続し得なかった症例の検討
………………………………………伊藤まり，大石直樹，田路正夫，小川 郁…５９９ ⑥

１６８． 聴覚過敏を主訴とした耳鳴患者に対する補聴器による音響療法の試み
………………………………………新田清一，鈴木大介，岡崎 宏，坂本耕二，

齋藤 真，野口 勝，藤田紘子，太田真未，小川 郁…６０１ ⑥
１６９． 当科における耳鳴患者への補聴器を用いた音響療法の経験

………………………………………………高倉大匡，藤坂実千郎，将積日出夫…６０３ ⑥
１７０． 瞬目により誘発される筋性耳鳴に対して行動療法を実施した１例

……………………………………前山啓充，浅沼高志，川島佳代子，西村将人…６０５ ⑥
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第３６群 : 耳鳴３（１３ : ２０～１４ : ３２） 座長 伊藤 健
１７１． 耳鳴患者に対する HHIAを用いた聞こえの検討

…………………………………高橋真理子，蒲谷嘉代子，関谷健一，村上信五…６０７ ⑥
１７２． 耳鳴治療経過の評価に有用な問診項目についての検討

……………………関谷健一，関谷芳正，高橋真理子，蒲谷嘉代子，村上信五…６０９ ⑥
１７３． 簡易型脳波を用いた客観的耳鳴検査の開発（第２報）

…………………………神崎 晶，大石直樹，山田浩之，稲垣洋三，小島敬史，
渡部高久，若林聡子，平賀良彦，小川 郁…６１１ ⑥

１７４． 一般地域住民における耳鳴の長期経過
………………………………………杉浦彩子，中島 務，内田育恵，安江 穂…６１３ ⑥

１７５． 顎関節と中耳腔の交通に起因すると考えられた開閉口にともなう
他覚性耳鳴の１症例………………日高浩史，本蔵陽平，山内大輔，川瀬哲明，

香取幸夫，小林俊光，小倉正樹，湯浅 有…６１５ ⑥
１７６． 口蓋振戦による他覚的耳鳴の 3例……………若林聡子，大石直樹，神崎 晶，

渡部高久，山田浩之，小島敬史，平賀良彦，細谷 誠，小川 郁…６１７ ⑥

第 ２ 日 １１月２８日（金） ＜第４会場＞

第３７群 : 聴覚検査１（９ : ００～１０ : ００） 座長 池田勝久
１７７． 当科外来における 0歳初診児の聴力経過と療育の状況…米谷郁子，濱口理恵…６１９ ③
１７８． 新生児聴覚スクリーニングから精査機関への受診が遅れた例の検討

……………………………………増田佐和子，臼井智子，鶴岡弘美，石川和代…６２１ ③
１７９． 重度重複障害児を対象とした指こすり音による聴覚スクリーニング検査の試行

………………………………………………………………………………加藤哲則…６２３ ③
１８０． 特別支援学校における聴力検査の検討

………………………伊藤美幸，佐藤公美，宇高二良，長嶋比奈美，武田憲昭…６２５ ③
１８１． 幼児難聴外来を開設して 平成 25年の当外来のまとめ

………伊藤有未，杉本千鶴，山田武千代，呉 明美，富永八千代，藤枝重治…６２７ ③

第３８群 : 聴覚検査２（１０ : ００～１１ : ００） 座長 佐野 肇
１８２． 当科における新生児聴覚スクリーニング後の精密聴覚検査の現況

……………………中馬越真理子，及川慶子，中山雅博，廣瀬由紀，田中秀峰，
西村文吾，田渕経司，大久保英樹，和田哲郎，原 晃…６２９ ③

１８３． 新生児における中耳動特性の経時変化
……………………………………和田 仁，角田梨紗子，松谷幸子，小林俊光…６３１ ③

１８４． 実環境下における児童及び若年者の高周波聴覚閾値の測定
………………………………………上田麻理，蘆原 郁，高橋弘宜，白石君男…６３３ ③

１８５． 補聴器装用による語音聴取の改善―会話レベルでの異聴の改善と、
音韻情報が十分聴取されている場合の異聴―
………………………松平登志正，原 由紀，鈴木恵子，佐野 肇，梅原幸恵，

井上理絵，渡辺裕之，牧 敦子，岡本牧人…６３５ ③

― XIII ―



１８６． 語音明瞭度と雑音負荷が 57―S語表の単音節別正答率に与える影響
…………………………赤坂咲恵，西村忠己，齋藤 修，細井裕司，北原 糺…６３７ ③

第３９群 : 聴覚検査３（１１ : ００～１２ : ００） 座長 内藤 泰
１８７．「純音閾値モデル」を使用した聴力検査（マスキング）法の量的評価の試み

………………………………………………………………………………伊藤 健…６３９ ③
１８８． 耳硬化症における純音聴力と語音弁別能の相関…………泉 修司，八木千裕，

山岸達矢，本間悠介，窪田 和，山本 裕，�橋 姿…６４１ ③
１８９． 雑音負荷時の子音聴取―信号音源と雑音音源の空間的配置との関連 第３報

……………………………………狩野章太郎，赤松裕介，越智 篤，山岨達也…６４３ ③
１９０． 脳波計測ヘッドセットを用いた中等度難聴者の不快閾値推定

……………………………………呉 明美，山田武千代，伊藤有未，斉藤綱樹，
足立信夫，小澤 順，清野正樹，藤枝重治…６４５ ③

１９１． Wide Band reflectance測定を用いた内耳中耳同時機能評価
―反対側雑音刺激に対する reflectance変動とインピーダンス位相の検討から―
………………………………………………………………………………原田竜彦…６４７ ③

第４０群 : 聴覚心理（１３ : ２０～１４ : ２０） 座長 松永達雄
１９２． Auditory Neuropathy Spectrum Disorder（ANSD）における時間分解能の側面

………………………………………岡本康秀，神崎 晶，中市健志，森本隆司，
原田耕太，貫野彩子，久保田江里，小川 郁…６４９ ②

１９３． 聴覚過敏症状の自覚的表現についての検討
…………………………西山崇経，新田清一，鈴木大介，岡崎 宏，坂本耕二，

齋藤 真，野口 勝，藤田紘子，太田真未，小川 郁…６５１ ②
１９４． 難聴高齢者における音韻修復機能の検討

………………………久保田江里，小渕千絵，岡本康秀，貫野彩子，城間将江…６５３ ②
１９５． 難聴者の倍速音声聴取に関する検討―補聴器装用者と人工内耳装用者の比較から―

………………………………………坂本 圭，小渕千絵，城間将江，松田 帆，
関恵美子，荒木隆一郎，池園哲郎…６５５ ②

１９６． 聴覚過敏に対する抗うつ薬の治療効果…大石直樹，和佐野浩一郎，山田浩之，
神崎 晶，渡部高久，若林聡子，小島敬史，
平賀良彦，細谷 誠，新田清一，小川 郁…６５７ ⑪

第５９回日本聴覚医学会総会・学術講演会は公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会，コストコ

ホールセールジャパン株式会社より助成いただきました
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