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�６６．　人工内耳と補聴器の両耳装用を試みた小児例について

　　　��………中山博之，浅見勝巳，森河孝夫，加藤敏江，柴田康子，荒尾はるみ，服部　琢…４０７�⑧

�６７．　人工内耳装用児の平成１５年度就学状況��…………………服部　琢，杉浦　真，佐藤栄祐，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾根三千彦，中島　務，荒尾はるみ，柴田康子，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　　中山博之，浅見勝巳，加藤敏江，森河孝夫，別府玲子…４０９�⑧

�６８．　人工内耳装用児等の言語習得訓練状況についての全国調査の結果

　　　��……………………………………………………………中島八十一，森　浩一，柴田貞雄…４１１�⑧

第　２２　群：小児人工内耳 　２ 　（１５：３０～１６：３０）  　　　　　　　　　座長　　水野　正浩　　　　

�６９．　聾幼児　６�例の認知・神経心理学的発達―人工内耳装用　３�例と補聴器装用　３�例の比較検討―

　　　��………………………………………………………………森　寿子，川崎美香，藤本政明…４１３�⑨

― ―�



�７０．　人工内耳装用児　２�例における母子関係の変化―術前・術後及び、健聴児兄弟との比較検討―

　　　��………………………………………………………………川崎美香，森　寿子，藤本政明…４１５�⑨

�７１．　　２�～　３�歳代に人工内耳手術を施行した先天性重度聴覚障害幼児　２�例の経過　　　

　　　��…………………………………………………………小林智子，能登谷晶子，橋本かほる，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門田修治，伊藤真人，荒舘　宏，古川　仭…４１７�⑧

�７２．注意欠陥・多動性障害傾向の小児人工内耳効果

　　　��………………………………鈴木千香子，岩崎　聡，名倉三津佳，武林　悟，峯田周幸…４１９�⑧

第　２３　群：聴覚検査 　１ 　（１６：３０～１７：１５）  　　　　　　　　　　　座長　　設楽　哲也　　　　

�７３．　����法のフローチャート（その　２�）：両耳の気導聴力レベルに差がある場合の骨導聴力の

　　　検査法の　１���……………………………………………………………………………磯貝　豊…４２１�③

�７４．　数字語表の語音聴取域値正常曲線の検討��………………竹内義夫，浅野和江，村山真弓…４２３�③

�７５．　����スピーチオージオグラムの基準認知曲線の検討

　　　��………………………………………………………………村山真弓，浅野和江，竹内義夫…４２５�③

第　２４　群：聴覚検査 　２ 　（１７：１５～１８：００）  　　　　　　　　　　　座長　　牧嶋　和見　　　　

�７６．　内耳機能検査と���、���

　　　��…………………中条恭子，中川尚志，野口敦子，大庭典子，山本智矢，小宮山荘太郎…４２７�③

�７７．　感音難聴者における両耳���テストと方向感検査成績

　　　��…………………………………柴田敏之，坂下哲史，山根英雄，陽川知江，橋本千登恵…４２９�③

�７８．　半側空間無視患者における時間―強さ取引検査の検討―

　　　��……………………………………………………………砂原伸行，能登谷晶子，古川　仭…４３１�③

第　　２�　日　　９�月２６日（金）　　＜Ａ　　会　　場＞

第　２５　群：聴覚基礎 　１ 　（９：００～９：４５）  　　　　　　　　　　　　座長　　森　　　望　　　　

 ７９．　�����ノックアウトマウスにおける聴覚の検討

　　　  　　　　　　　　　清水義貴，白馬伸洋，谷口昌史，盛実　勲，兵頭　純，暁　清文…４３３�①

�８０．　内耳虚血再灌流障害におけるグルココルチコイドの外有毛細胞保護効果

　　　��………………………田渕経司，及川慶子，星野朝文，村下秀和，西村文吾，上前泊功，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　辻　茂希，大久保英樹，高橋和彦，和田哲郎，原　　晃…４３５�①

�８１．　音響外傷における�������阻害剤の保護効果の検討

　　　��………及川慶子，田渕経司，中森暁子，大久保英樹，高橋和彦，和田哲郎，原　　晃…４３７�①

第　２６　群：聴覚基礎 　２ 　（９：４５～１０：３０）  　　　　　　　　　　　　座長　　草刈　　潤　　　　

�８２．　蝸牛中央階への人工内リンパ液注入が外リンパ腔カリウムイオン濃度におよぼす

　　　影響（予報）��……………………………柿木章伸，澤田正一，竹田泰三，����������	…４３９�①

― ―��



�８３．　蝸牛神経複合活動電位ならびに蝸牛内直流電位に及ぼすグルタミン酸アゴニストの影響

　　　��………………………盛実　勲，白馬伸洋，前谷俊樹，清水義貴，暁　清文，谷口昌史…４４１�①

�８４．　���アナログの外リンパ灌流が蝸牛電位に及ぼす影響��……末田尚之，��������	�
…４４３�①

第　２７　群：聴覚基礎 　３ 　（１０：３０～１１：１５）  　　　　　　　　　　　座長　　和田　　仁　　　　

�８５．　蝸牛の基底板振動モデルの一般利用に関する検討

　　　��…………………………………………………泰地秀信，松永達雄，保谷則之，岡本康秀…４４５�①

�８６．　ヘルペスウィルスによる内耳炎モデルの検討（第　２�報）

　　　��………………………澤田正一，柿木章伸，竹内俊二，東山佳澄，東　祐史，竹田泰三…４４７�①

�８７．　マウスを用いた内耳遺伝子導入の試み

　　　��………………………河本光平，神崎　晶，栗山博道，����������	���
，山下敏夫…４４９�①

第　２８　群：補聴 　８ 　（１１：１５～１２：００）  　　　　　　　　　　　　　座長　　廣田　栄子　　　　

�８８．　音声の可聴性指標と時間性指標から見た補聴器フィッティング��………………中川辰雄…４５１�⑦

�８９．　対話型補聴器フィッティングシステムの試み��…………大屋茂喜，津田直紀，北奥恵之，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　　林　治博，阪上雅史，細井裕司，伊藤治夫，高木二郎…４５３�⑦

�９０．　��������	
�を使用した補聴器フィッティング��……佐藤栄祐，福田　剛，古垣史朗，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　杉浦淳子，橋本彩恵，沼田信次郎，別府玲子，中島　務…４５５�⑦

第　２９　群：補聴 　９ 　（１３：１５～１４：００）  　　　　　　　　　　　　　座長　　原　　　晃　　　　

�９１．　感音性難聴患者における子音の異聴の検討

　　　��…………………………………………………鵜木美帆，寺島邦男，真鍋未希，小寺一興…４５７�⑦

�９２．　語音の周波数圧縮変換が語音明瞭度に与える影響

　　　��………………………………渡邉健一，長井今日子，亀森真理子，古屋信彦，池上　正…４５９�⑦

�９３．　感音性難聴患者における子音の伸長圧縮増幅処理の効果

　　　��………………………………………………………………真鍋未希，鵜木美帆，小寺一興…４６１�⑦

第　３０　群：補聴 １０　（１４：００～１４：４５）  　　　　　　　　　　　　　座長　　高坂　知節　　　　

�９４．　指向性マイク搭載補聴器による雑音抑制効果の評価��………………中村瑠美，立入　哉…４６３�⑦

�９５．　ディレイタイムの認知閾値

　　　��…………………………………硲田猛真，中村陽祐，福元儀智，長谷川賢作，北野博也…４６５�⑦

�９６．　デジタル補聴器のディレイタイム

　　　��…………………………………中村陽祐，硲田猛真，福元儀智，長谷川賢作，北野博也…４６７�⑦

第　３１　群：〔主題〕デジタル補聴器の補聴効果 　１ 　（１４：４５～１５：４５）  座長　　細井　裕司　　　　

�９７．　改造型デジタル骨導補聴器を装用した　２�症例の検討

　　　��…………………………………福田章一郎，問田直美，福島邦博，片岡裕子，西崎和則…４６９�⑦

― ―���



�９８．　雑音負荷音場検査によるデジタル補聴器の評価

　　　��……………………岩崎　聡，長井伸子，名倉三津佳，荒井真木，竹山昌孝，峯田周幸…４７１�⑦

�９９．　デジタル補聴器専門外来の現況（第　３�報）

　　　��……………………………………………高卓　輝，高坂知節，入間田美保子，河本和友…４７３�⑦

第　３２　群：〔主題〕デジタル補聴器の補聴効果 　２ 　（１５：４５～１６：４５）  座長　　岡本　牧人　　　　

１００．　当科におけるデジタル補聴器の効果の検討

　　　��………………………今村明秀，江崎嘉十，谷口和子，毛利　毅，坂田俊文，加藤寿彦…４７５�⑦

１０１．　デジタル補聴器の外来統計と臨床効果

　　　��………………………………………………安達直城，神田幸彦，江尻美枝子，武田尚美…４７７�⑦

１０２．　デジタルとアナログ補聴器のアンケートによる装用効果の比較

　　　��……………………………………天白奈里，西村忠己，岡本雅典，山下哲範，細井裕司…４７９�⑦

第　　２�　日　　９�月２６日（金）　　＜Ｂ　　会　　場＞

第　３３　群：心因性難聴　（９：００～１０：００）  　　　　　　　　　　　　座長　　古賀慶次郎　　　　

１０３．　中枢性疾患が疑われた心因性難聴の一例

　　　��…………………………………………………藤木暢也，森田武志，内藤　泰，伊藤壽一…４８１�⑤

１０４．　心因性難聴　４�症例の心理的要因についての検討

　　　��…………坂口博史，瀧　正勝，柴田敏章，松波達也，山本　聡，鈴木敏弘，久　育男…４８３�⑩

１０５．　当科における心因性難聴の検討

　　　��………………………………宮本由起子，増田佐和子，臼井智子，竹内万彦，間島雄一…４８５�⑤

１０６．　当科における心因性難聴症例の検討��……………………渡辺知緒，伊藤　吏，青柳　優…４８７�⑤

第　３４　群：症例　（１０：００～１１：００）  　　　　　　　　　　　　　　　座長　　新川　秀一　　　　

１０７．　非典型的�����症候群の一症例��………………………伊藤　吏，渡辺知緒，青柳　優…４８９�⑤

１０８．　難聴を伴った肥厚性硬膜炎の　１�例��…………福留真二，河野浩万，鳥原康治，小宗静男…４９１�⑤

１０９．　両側感音難聴を呈したサルコイドーシスの　１�例

　　　��…………………………………大野十央，野口佳裕，戸叶尚史，畑中章生，喜多村　健…４９３�⑤

１１０．　�����病　２�症例の聴覚障害について

　　　��……………………和田匡史，佐藤　斎，壁谷雅之，土屋乃理子，藤�俊之，高橋　姿…４９５�⑤

第　３５　群：遺伝性難聴　（１１：００～１２：００）  　　　　　　　　　　　　座長　　喜多村　健　　　　

１１１．　当科における人工内耳症例の難聴遺伝子の検索

　　　��……………………………………和田由起，牛迫泰明，河野浩万，坪井康浩，小宗静男…４９７�⑧

１１２．　������　ミトコンドリア���変異に伴う聴覚障害の特徴と病態生理��……松永達雄，　　　

��　　　　熊埜御堂浩，城間将江，佐藤美奈子，廣田栄子，泰地秀信，新美成二，宇佐美真一…４９９�⑤

― ―����



１１３．　����（コネキシン２６）遺伝子変異による難聴と遺伝カウンセリングについて

　　　��………………………………………………工　　穣，大塚明弘，浅村賢二，宇佐美真一…５０１�⑩

１１４．　����遺伝子スクリーニングのための予備試験

　　　��……………………………………池田勝久，工藤貴之，小林俊光，河野　淳，鈴木　衞…５０３�⑩

第　３６　群：小児人工内耳 　３ 　（１３：１５～１４：１５）  　　　　　　　　　座長　　小川　　郁　　　　

１１５．　内耳奇形の人工内耳装用児における電気誘発複合電位（���）の特徴

　　　��…………………………………………………内藤　明，北野庸子，原田竜彦，高橋正紘…５０５�⑧

１１６．　小児人工内耳の術後聴覚について��…………武田尚美，神田幸彦，緒方悦子，吉田晴郎，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本育江，安達直城，田中英雄，小林俊光，高橋晴雄…５０７�⑧

１１７．　低年齢小児の人工内耳��…………内藤　泰，森田武志，藤木暢也，真鍋朋子，山口　忍，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸頭三郎，辻　純，金丸眞一，高橋晴雄，伊藤壽一…５０９�⑧

１１８．　言語習得中小児失聴例の人工内耳装用効果

　　　��……………………西岡奈美江，山口　忍，川野通夫，森田武志，内藤　泰，伊藤壽一…５１１�⑧

第　３７　群：人工内耳 　１ 　（１４：１５～１５：００）  　　　　　　　　　　　座長　　伊藤　壽一　　　　

１１９．　顔面痙攣と人工内耳が使えなかった髄膜炎後、蝸牛線維化症例

　　　��……中川尚志，野口敦子，大庭典子，中条恭子，賀数康弘，山本智矢，小宮山荘太郎…５１３�⑧

１２０．　人工内耳埋め込みを行った筋強直性ジストロフィーの　１�例

　　　��……………………………………大輪達仁，我那覇章，東野哲也，冨里則子，宇良政治…５１５�⑧

１２１．　補聴器と人工内耳の両耳装用効果―����による他覚的評価―

　　　��……………………………………山本好一，松代直樹，佐藤　崇，井脇貴子，久保　武…５１７�⑧

第　３８　群：人工内耳　　２ 　（１５：００～１６：００）  　　　　　　　　　　　座長　　小林　俊光　　　　

１２２．　人工内耳スピーチプロセッサ出力信号の疑似ソナグラム表示

　　　��…………………………………………………森　浩一，田中章浩，小泉敏三，佐川泰広…５１９�⑧

１２３．　中途失聴成人の人工内耳装用効果の質的検討その　２�―サウンドスケープ概念の視点から―

　　　��…………………………………………………黒田生子，別府玲子，服部　琢，瀧本　勲…５２１�⑧

１２４．　人工内耳症例の心理検査・心理治療に関する検討

　　　��……佐藤美奈子，小川　郁，井上泰宏，神崎　晶，瀧口洋一郎，増田正次，田副真美…５２３�⑧

１２５．　当科における人工内耳装用症例のアンケート調査

　　　��………………………………………………………………篠森裕介，暁　清文，高橋信雄…５２５�⑧

第　３９　群：人工内耳　　３ 　（１６：００～１６：４５）  　　　　　　　　　　　座長　　久保　　武　　　　

１２６．　人工内耳術前後の語音聴取能の検討

　　　��………藤�俊之，大平芳則，和田匡史，壁谷雅之，土屋乃理子，佐藤　斎，高橋　姿…５２７�⑧

１２７．　������社人工内耳システム��������装用者の聴取について

― ―��



　　　��……………………城間将江，赤松裕介，尾形エリカ，山岨達也，伊藤　健，加我君孝…５２９�⑧

１２８．　成人人工内耳１２９例の予後��……牛迫泰明，竹中美香，東野哲也，和田由起，小宗静男…５３１�⑧

第　　２�　日　　９�月２６日（金）　　＜Ｃ　　会　　場＞

第　４０　群：新生児聴覚スクリーニング　　１ 　（９：００～９：４５）  　　　　座長　　川城　信子　　　　

１２９．　三重県における新生児聴覚スクリーニングへの耳鼻科医の取り組み

　　　��……………………………………………………………増田佐和子，鶴岡弘美，間島雄一…５３３�⑩

１３０．　山口県における新生児聴覚スクリーニングとそのフォローアップ体制について

　　　��…………………………………山下裕司，池田卓生，三浦正子，今本美智代，中津愛子…５３５�⑤

１３１．　茨城県における新生児聴覚スクリーニングの現状と体制整備について

　　　��……………………………………新井　峻，阿瀬雄治，岡田慎一，照沼久美子，原　晃…５３７�⑩

第　４１　群：新生児聴覚スクリーニング 　２ 　（９：４５～１０：３０）  　　　　座長　　田中　美郷　　　　

１３２．　長野県における新生児聴覚スクリーニングの現況

　　　��…………………………………浅村賢二，大塚明弘，工　　穣，佐藤英子，宇佐美真一…５３９�③

１３３．　香川県における新生児聴覚スクリーニングの検討��………藤原聖子，森　望，久野恵美…５４１�⑩

１３４．　船橋・鎌ヶ谷地区における新生児聴覚スクリーニングの取り組み

　　　��……………………………………森田訓子，伊藤茂彦，工藤典代，吉田　耕，山口　暁…５４３�⑩

第　４２　群：新生児聴覚スクリーニング 　３ 　（１０：３０～１１：３０）  　　　座長　　市川銀一郎　　　　

１３５．　自動���で偽陰性が疑われた　２�例

　　　��…………縫　郁美，新谷朋子，岡崎聡子，川端　文，和野美鈴，吉田瑞生，氷見徹夫…５４５�⑩

１３６．　新生児聴覚スクリーニング�����で受診した児の経過について

　　　��……………………………………………………………工藤典代，有本友季子，斎藤真純…５４７�⑤

１３７．　当科における新生児聴覚スクリーニング後の精密検査の現状とその問題点

　　　��………………………………………………米谷郁子，山下いく代，久保武志，和田匡史…５４９�⑩

１３８．　新生児期に聴覚スクリーニングを受けた聴覚障害児の早期療育支援の経験

　　　��…………………………………田中美郷，芦野聡子，深澤佳道，針谷しげ子，小山由美…５５１�⑨

第　４３　群：検査　（１１：３０～１２：００）  　　　　　　　　　　　　　　　座長　　竹田　泰三　　　　

１３９．　���レーザー、硬性内視鏡を用いた伝音難聴の診断と聴力像

　　　��…………………………………………………欠畑誠治，二井一則，佐々木亮，新川秀一…５５３�⑩

１４０．　電子カルテシステム導入に伴う聴力検査系からみた診療の諸問題

　　　��……………………………………稲見親哉，中川雅文，湯浅貴文，小村桃子，福岡　睦…５５５�⑩

第　４４　群：聴性誘発反応 　１ 　（１３：１５～１４：１５）  　　　　　　　　　座長　　八木　聰明　　　　
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１４１．　交代性に耳鳴・めまいを繰り返した　１�症例の蝸電図��………………西田裕明，渡邊　�…５５７�⑥

１４２．　カルシウム投与により���のＩ波潜時が改善した副甲状腺機能低下症例��…真鍋恭弘…５５９�⑤

１４３．　下丘に梗塞を認めた患者の���所見

　　　��………………………………………………西村　洋，川島佳代子，土井勝美，久保　武…５６１�④

１４４．　当科で経験した�������病　３�例の聴性脳幹反応

　　　��……………………………………………………………有本友季子，工藤典代，斎藤真純…５６３�④

第　４５　群：聴性誘発反応 　２ 　（１４：１５～１５：００）  　　　　　　　　　座長　　本庄　　巌　　　　

１４５．　機能的���による内耳性難聴者の聴力閾値測定の可能性

　　　��……………………小泉敏三，森　浩一，佐藤　裕，田中章浩，細井裕司，中島八十一…５６５�④

１４６．　　２�音の刺激間隔が脳磁図の���に及ぼす影響―　２�音の周波数が異なる場合―

　　　��…………………………………………………西村忠己，中川誠司，阪口剛史，細井裕司…５６７�④

１４７．　脳磁図を用いた両耳マスキングレベル差の評価

　　　��…………………………………佐々木高綱，川瀬哲明，佐藤利徳，小倉正樹，小林俊光…５６９�④

第　４６　群：聴性誘発反応　　３ 　（１５：００～１５：４５）  　　　　　　　　　座長　　加我　君孝　　　　

１４８．　��������	
システムを用いた聴性定常反応による純音聴力レベル推定

　　　��…………………増田正次，井上泰宏，佐藤美奈子，神崎　晶，瀧口洋一郎，小川　郁…５７１�④

１４９．　聴性定常反応測定における�����併用刺激と���刺激の比較検討

　　　��……………………………………………………………………………原田竜彦，高橋正紘…５７３�③

１５０．　変調周波数追随反応の起源に関する検討

　　　��…………………………………………………青柳　優，鈴木　豊，渡辺知緒，伊藤　吏…５７５�④

第　４７　群：聴性誘発反応　　４ 　（１５：４５～１６：３０）  　　　　　　　　　座長　　青柳　　優　　　　

１５１．　聴性定常反応を用いた他覚的聴力検査機器の使用経験

　　　��………柴田康子，荒尾はるみ，中山博之，加藤敏江，森河孝夫，浅見勝巳，服部　琢…５７７�④

１５２．　聴覚臨床における������検査の有用性について

　　　��………………………………………………神田幸彦，安達直城，武田尚美，江尻美枝子…５７９�④

１５３．　乳幼児に対する市販����（聴性定常反応）機������を用いた聴力評価の検討

　　　��…………………………………………………齊藤優子，硲田猛真，間三千夫，池田浩己，　　　

��　　　　　　　　　　　　　　　　　船越宏子，芝埜　彰，嶽　良博，榎本雅夫，北野博也…５８１�④
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