
一般社団法人日本聴覚医学会 

第 5回耳鳴・難聴研究会プログラム 

 

期  日 令和元年 7月 6日（土) 10:00〜 

会  場 慶應義塾大学医学部 新教育研究棟 4階講堂 

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 TEL: 03-3353-1211 

会  費 2,000 円 

代表世話人 佐藤 宏昭（岩手医科大学）  

担当世話人 土井 勝美（近畿大学） 

 

一般演題 

第１群  10:10〜11:00        座長：森 浩一(国立障害者リハビリテーションセンター) 

1. 当科耳鳴外来の現状について  

山下 哲範, 西村 忠己, 北野 公一, 北原 糺 

奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科 

 

2. 難聴を伴わない耳鳴患者についての検討  

小林 孝光, 齋藤 和也, 大崎 康宏, 土井 勝美 

近畿大学医学部耳鼻咽喉科 

 

3. Contralateral routing of sound による TRT を施行した 2症例についての検討 

伊藤 まり 1), 大石 直樹 2), 小川 郁 2), 小杉 剛 3), 倉持 竜也 1), 富谷 美香 1),  

藤田 紘子 1), 大塚 邦憲 1), 田路 正夫 1) 

1)新百合ケ丘総合病院耳鼻咽喉科 

2)慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科 

3)新百合ケ丘総合病院リハビリテーション科 

 

4. 名古屋市立大学における耳鳴患者に対する認知行動療法 

高橋 真理子 1,2), 高畠 聡 3), 蒲谷 嘉代子 1), 近藤 真前 3) 

1)愛知学院大学歯学部耳鼻咽喉科 

2)名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科 

3)名古屋市立大学医学部精神・認知・行動医学 

 

5. マインドフルネス瞑想を取り込んだ耳鳴診療の紹介 

森浩一 

国立障害者リハビリテーションセンター 



 

第 2 群  11:00〜11:50                座長：川瀬 哲明（東北大学） 

6. 耳鳴患者における「聴こえ」の評価の検討 

高梨芳崇 1)2),川瀬哲明 3)4), 太田伸男 2） 

1)大和耳鼻咽喉科医院 

2)東北医科薬科大学病院耳鼻咽喉科  

3)東北大学医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科 

4)東北大学大学院医工学研究科聴覚再建医工学分野 

 

7. 耳鳴治療に伴う耳鳴のピッチの変動について～治療開始 2年後までの推移 

加藤 匠子, 坂下 哲史, 阪本 浩一, 春田 友佳, 高野 さくらこ, 小杉 祐季,  

中山 裕美, 木下 智美, 友江 達矢 

大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学 

 

8. 慢性耳鳴患者の自律神経機能に与える音響療法の影響 

阪本 浩一, 春田 友佳, 小杉 祐季, 中山 裕美, 木下 智美, 友江 達矢,  

加藤 匠子 

大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学 

 

9. 情報理論による新たな耳鳴モデル：知覚更新モデル 

野田 和裕 1）, 北原 糺 2）, 土井 勝美 3） 

1)のだ耳鼻咽喉科 

2)奈良県立医科大学耳鼻咽喉科 

3)近畿大学医学部耳鼻咽喉科 

 

10. 瞬目に伴う耳鳴・耳閉感を主訴に受診した一例 

眞﨑 達也，菅原 一真，山下 裕司 

山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学 

 

第３群  13:30〜14:20                            座長：佐藤 宏昭（岩手医科大学） 

11. 外耳道ダニ異物が疑われた症例 

桑島 秀, 平海 晴一, 佐藤 宏昭 

岩手医科大学耳鼻咽喉科 

 

12. OMAAV 患者における補聴器装用 

大澤 孝太郎, 廣瀬 由紀, 田渕 経司 



筑波大学医学医療系耳鼻咽喉科 

 

13. 聴力正常な聴覚過敏症例の検討 

木村 翔一, 三橋 泰仁, 妻鳥 敬一郎, 副島 力哉, 片岡 舞, 濱本 郁,  

永田 里恵, 坂田 俊文 

福岡大学医学部耳鼻咽喉科 

 

14. 耳硬化症内リンパ水腫合併例の臨床的特徴 

杉本 賢文, 吉田 忠雄, 小林 万純, 寺西 正明, 曾根 三千彦 

名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学耳鼻咽喉科 

 

15. 音響エネルギーと前庭内リンパ水腫の関連性 

小林 万純, 杉本 賢文, 吉田 忠雄, 曾根 三千彦 

名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学耳鼻咽喉科 

 

 

第４群  14:20〜15:10                                座長：小川 郁（慶應義塾大学） 

16. 機能性難聴と診断された症例のラウドネス特性について 

川瀬 哲明 1)2) , 佐藤 剛史 2) , 香取 幸夫 2) , 池田 怜吉 2)3) , 太田 伸男 3) 

1) 東北大学大学院医学系研究科聴覚・言語障害学分野 

2) 東北大学医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科 

3) 東北医科薬科大学 耳鼻咽喉科 

 

17. 雑音下語音明瞭度検査および ABR を用いた急性感音難聴回復症例の検討 

草野 佑典 1）, 池田 怜吉 2）, 太田 伸男 1）, 川瀬 哲明 3） 

１）東北医科薬科大学病院耳鼻咽喉科 

２）仙塩利府病院耳鼻咽喉科 

３）東北大学医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科 

 

18. 補聴器装用者の雑音下での語音聴取に関する検討～雑音を負荷したときの語音明瞭度 

の測定の臨床的意義～ 

鈴木 大介 1)2)，新田 清一 1)2)，藤田 航 1)，坂本 耕二 1)，島貫 茉莉江 1), 

喜田 有未来 1)，北間 翼 1)，嶋津 有莉 1)，照井 詩織 1)，神崎 陵 1)， 

鈴木 法臣 3)，大石 直樹 2)，小川 郁 2) 

１）済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科 

２）慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科 



３）独立行政法人国立病院機構栃木医療センター耳鼻咽喉科 

 

19. 当科における軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業の検討 

松井 祐興, 伊藤 吏, 窪田 俊憲, 千葉 寛之, 米澤 裕美, 欠畑 誠治 

山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科 

 

20. 補聴器装用を開始した難聴高齢者の軽度認知障害の有病者数についての検証 

小杉 剛 1), 松本 浩一 1), 伊藤 まり 2), 田路 正夫 2), 大塚 邦憲 2), 藤田 紘子 2) 

１）新百合ヶ丘総合病院リハビリテーション科 

２）新百合ヶ丘総合病院耳鼻咽喉科 

 

第５群  15:10〜16:00              座長：曾根 三千彦（名古屋大学） 

21. 補聴器を購入した後で満足されず当院を訪れた症例の対応 

藥師寺 政美, 柘植 勇人, 加藤 大介, 三宅 杏季, 加藤 由記, 伊藤 潤平 

名古屋第一赤十字病院耳鼻咽喉科 

 

22. 感音難聴患者の聴覚生理を考慮した補聴フィッティング 

柘植 勇人 1), 伊藤 潤平 1), 加藤 大介 1), 三宅 杏季 1), 藥師寺 政美 1), 

加藤 由記 1) , 曾根 三千彦 2) 

１）名古屋第一赤十字病院耳鼻咽喉科 

２）名古屋大学医学部耳鼻咽喉科 

 

23. 補聴器装用訓練開始時の利得設定 

前山 啓充１）, 浅沼 高志１）, 安井 俊道１）, 鎌倉 武史１）, 増村 千佐子１）, 

今井 隆介２）  

１） KKR 大手前病院耳鼻咽喉科 

２） 大阪府立母子保健医療センター耳鼻咽喉科 

 

24. 補聴器装用訓練前後の語音聴力検査の比較  

浅沼 高志１）, 前山 啓充１）, 安井 俊道１）, 増村 千佐子１）, 鎌倉 武史１）, 

今井隆介２） 

１）KKR 大手前病院耳鼻咽喉科 

２）大阪府立母子保健医療センター耳鼻咽喉科 

 

25. 補聴器外来初診時のきこえについての質問紙の結果と初回フォロー時の装用時間の比較  

西岡 隼基 1)，福井 英人 2) , 井原 遥 1), 三浦 誠治 3) 土井 直 2), 朝子 幹也 1) , 



岩井 大 2)    

1)関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

2)関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

3)トーシン補聴器センター 

 

 

特別講演 16:00〜17:00                             座長 土井 勝美（近畿大学） 

演題名：「基礎研究者から見る感音難聴医療の現状と展開」 

演 者：日比野 浩（新潟大学大学院医歯学総合研究分子生理学分野 教授） 

[耳鼻咽喉科領域講習] 


