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７３． 当科における ASSR（MASTER）の使用経験

……………………畠 史子，武田真紀子，長谷川賢作，硲田猛真，北野博也…４２３④

７４． 機能性難聴者の聴覚評価における聴性定常反応の役割…増田正次，栗田昭宏，

岡本康秀，弓削 勇，斉藤秀行，佐藤美奈子，小川 郁…４２５④
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７５． 成人覚醒時におけるMASTERの反応閾値に及ぼす変調周波数の影響について

……………阿部靖弘，伊藤 吏，渡辺知緒，千葉寛之，鈴木 豊，青柳 優…４２７④

７６． ASSR使用にあたっての有用性と問題点について

………………………………………柴田康子，服部 琢，中山博之，加藤敏江，

浅見勝巳，加藤智浩，稲垣祥子，岸本真由子…４２９④

７７． 聴性定常反応における骨導聴力検査の検討

………………………長嶋比奈美，宇高二良，近藤英司，黒田若菜，武田憲昭…４３１④

第１８群：聴覚検査４（１７：４８～１８：４８） 座長 芳川 洋

７８． ステロイド依存性感音難聴の聴力経過と耳音響放射の変化

……………………………………坂下哲史，柴田敏之，橋本千登恵，山根英雄…４３３④

７９． 低圧低酸素下における内耳機能の検討

………………………井出里香，神崎 晶，齋藤秀行，佐藤美奈子，小川 郁…４３５⑩

８０． 短時間刺激による歪成分耳音響放射測定法（short DP法）の開発

………………………………………………………………………………原田竜彦…４３７④

８１． ミスマッチフィールドの計測による骨導超音波知覚の周波数特性の検討

……………山下哲範，小泉敏三，西村忠己，中川誠司，阪口剛史，細井裕司…４３９④

８２． 高周波領域の聴取閾値の左右差と蝸牛症状

……………西村忠己，天白奈里，吉田悠加，小泉敏三，阪口剛史，細井裕司…４４１③

第 ２ 日 ９月２３日（金） ＜Ａ 会 場＞

第１９群：主題 小児人工内耳の聴覚医学的諸問題１（９：００～１０：００）

座長 安野友博

８３． 我々の臨床に於ける幼児の人工内耳適応の考え方と療育指導の方法論について

…………田中美郷，芦野聡子，小山由美，針谷しげ子，熊川孝三，浅野公子…４４３⑧

８４． 我々のクリニックで指導した学齢期にある人工内耳装用児の実態

…………芦野聡子，田中美郷，小山由美，熊川孝三，針谷しげ子，浅野公子…４４５⑧

８５． 小児人工内耳（奇形）例のコミュニケーションの成立と母親の養育態度の変化

………………………………………………………………………………森つくり…４４７⑧

８６． 人工内耳装用児の学校進路状況………………和田直子，片岡智子，河野 淳，

西山信宏，萩原 晃，河口幸恵，鈴木 衞…４４９⑧

８７． 人工内耳装用児の連続３年度就学状況………服部 琢，柴田康子，中山博之，

加藤敏江，浅見勝巳，岸本真由子，森河孝夫，荒尾はるみ…４５１⑧

第２０群：主題 小児人工内耳の聴覚医学的諸問題２（１０：００～１１：００）

座長 加我君孝

８８． 小児人工内耳症例の言語発達………………野中信之，越智啓子，大森千代美，

山田理恵，宮下武憲，森 望…４５３⑧

８９． 人工内耳装用児における手指言語から音声言語への移行……………小山由美，
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田中美郷，芦野聡子，熊川孝三，浅野公子，今島直俊，針谷しげ子…４５５⑧

９０． 小児人工内耳装用者の言語・認知神経心理学的諸能力の実態から見た問題点の検討―

…………………………森 寿子，川崎美香，黒田生子，安東孝治，藤本政明…４５７⑧

９１． 人工内耳装用児における音認知の変化………賀数康弘，中川尚志，松本 希，

柴田修明，野口敦子，大庭典子，堀切一葉，高岩一貴，小宗静男…４５９⑧

９２． 人工内耳装用児の音楽知覚と音楽環境…………中田隆行，Sandra E. Trehub，

三谷知里，神田幸彦，隈上秀高，高崎賢治，宮本育江，吉田晴朗，�橋晴雄…４６１⑧

第２１群：主題 小児人工内耳の聴覚医学的諸問題３（１１：００～１２：００）

座長 久保 武

９３． 人工内耳埋め込み後、対側聴力が改善した小児髄膜炎性聾症例

……………………………………暁 清文，篠森祐介，高橋信雄，高橋真由美…４６３⑧

９４． 家族性難聴児に対する人工内耳埋込術の一症例…………山田理恵，藤原聖子，

宮下武憲，森 望，越智啓子，野中信之，大森千代美…４６５⑧

９５． 群馬大学における小児人工内耳の現状

…………………………………渡邉健一，長井今日子，亀森真理子，古屋信彦…４６７⑧

９６． 当科における小児人工内耳手術症例の臨床的検討………鎌田喜博，水川敦裕，

佐藤宏昭，村井和夫，村井盛子，牟岐絵美子，工藤陽子，櫻井孝男…４６９⑧

９７． 人工内耳装用児におけるマイク感度と装用閾値・単語了解度の関係について

………………………………………田中英雄，福田隆浩，神田幸彦，隈上秀高，

高崎賢治，宮本育江，吉田晴郎，�橋晴雄…４７１⑧

第 ２ 日 ９月２３日（金） ＜Ｂ 会 場＞

第２２群：聴覚障害３（９：００～１０：００） 座長 神崎 仁

９８． 突発性難聴ウログラフィン療法の現状と将来…………………………森満 保…４７３⑤

９９． 突発性難聴に対する高気圧酸素療法の治療効果に関する検討

…………………………………………………………………橋本大門，小野雄一…４７５⑤

１００． 糖尿病を合併した突発性難聴に対するステロイド鼓室内注入の効果

……………………………………佐々木 亮，欠畑誠治，王子佳澄，新川秀一…４７７⑤

１０１． 突発性難聴の予後因子の検討―第３報―

………………………………………原田博文，山野貴史，末田尚之，加藤寿彦…４７９⑤

１０２． 突発性難聴治療中の聴力改善と予後予測に関する検討

………………………佐藤美奈子，斎藤秀行，神崎 晶，小川 郁，神崎 仁…４８１⑤

第２３群：聴覚障害４（１０：００～１０：４８） 座長 中島 務

１０３． 突発性難聴症例対照研究…………………名倉三津佳，岩崎 聡，中村美詠子，

渡邉高弘，水田邦博，峯田周幸…４８３⑤

１０４． 突発性難聴における高血圧・糖尿病と予後………………寺西正明，片山直美，

イエーダマリア イシダ，冨永光雄，内田育恵，戸田潤二，中島 務…４８５⑤
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１０５． SF―36 v2を用いた突発性難聴患者の QOLの検討

…………上條貴裕，佐野 肇，小野雄一，橋本大門，松平登志正，岡本牧人…４８７⑤

１０６． Propylthiouracilの副作用によると考えられた両側急性感音難聴の１例

…………………………小原修幸，柏村正明，千田英二，松村道哉，福田 諭…４８９⑤

第２４群：聴覚障害５（１０：４８～１１：４８） 座長 佐藤宏昭

１０７． 急性感音難聴症例における内耳出血と迷路炎のMRI所見と臨床経過

……………………………………杉浦 真，佐藤栄祐，曾根三千彦，中島 務…４９１⑤

１０８． 急性感音難聴を呈した内耳出血症例

…………………………永野由起，福留真二，奥田 匠，河野浩万，東野哲也…４９３⑤

１０９． 急性感音難聴を呈した脳幹部悪性リンパ腫症例

…………………………伊藤 吏，渡辺知緒，阿部靖弘，千葉寛之，青柳 優…４９５⑤

１１０． 神奈川県と岩手県における急性低音障害型感音難聴の疫学調査

（厚労省急性高度難聴に関する調査研究） ………………川島慶之，井原一成，

佐藤宏昭，岡本牧人，中島 務，喜多村 健…４９７⑤

１１１． 若年発症の対側型遅発性内リンパ水腫症例

……………橋本 誠，菅原一真，田中邦剛，池田卓生，福本世界，山下裕司…４９９⑤

第 ２ 日 ９月２３日（金） ＜Ｃ 会 場＞

第２５群：聴覚基礎３（９：００～９：４８） 座長 草刈 潤

１１２． ラット下丘聴ニューロンの AM音に対する応答 ………棚橋汀路，松室重進…５０１①

１１３． 超音波振動による蝸牛機能障害の可能性について………青柳安典，和田哲郎，

上前泊功，辻 茂希，田渕経司，大久保英樹，高橋和彦，原 晃…５０３①

１１４． 老人性難聴モデルマウスにおける蝸牛神経核および下丘の遺伝子発現解析

…………………………大隅泰則，八木正夫，河本光平，朝子幹也，栗山博道，

柴田清児，米田元胤，神田靖士，西山利正，山下敏夫…５０５⑩

１１５． 蝸牛における STAT3発現の生理的意義

―Nestin―STAT3コンディショナルノックアウトマウスを用いた検討から―

………………藤岡正人，岡野 James洋尚，神崎 晶，岡野栄之，小川 郁…５０７①

第２６群：聴覚基礎４（９：４８～１０：３６） 座長 山下裕司

１１６． ヒートストレスがマウス外有毛細胞の構造及び機械的特性に与える影響

……………………………………………………和田 仁，吉田尚弘，小林俊光…５０９①

１１７． 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……………………………………柿木章伸，竹田泰三，Alec Salt…５１１①

１１８． マウス音響性障害における p38 MAPK阻害剤の効果

…………………………及川慶子，田渕経司，境 修平，和田哲郎，原 晃…５１３①

１１９． カイニン酸による蝸牛障害に対する GABAＡ 受容体作動薬の保護効果

…………………………境 修平，田渕経司，上前泊功，及川慶子，村下秀和，
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飛田忠道，辻 茂希，和田哲郎，原 晃…５１５①

第２７群：聴覚障害６（１０：３６～１１：３６） 座長 新川秀一

１２０． 耳漏好酸球が増多した中耳炎における聴力像の検討……中川尚志，松原 篤，

村上大輔，賀数康弘，松本 希，高岩一貴，小宗静男…５１７⑤

１２１． 中耳手術の抗利尿ホルモン、ナトリウム利尿ペプチドの変化

―温度眼振検査前後の変化と比較して―

……………………………………福井 潤，鈴木幹男，矢沢代四郎，清水猛史…５１９⑩

１２２． 高齢者における中耳機能別にみた聴力の比較

……………………………………………………内田育恵，植田広海，中島 務…５２１⑤

１２３． 新須磨病院における外リンパ瘻診断法１ 体位による聴力の変化を指標として

………………………………………………牧野邦彦，武木田誠一，浦長瀬昌宏…５２３③

１２４． 胃癌両側内耳道転移症例―聴力の変化を中心に―

………………………曾根三千彦，大竹宏直，片山直美，佐藤栄祐，中島 務…５２５⑩

第 ３ 日 ９月２４日（土） ＜Ａ 会 場＞

第２８群：補聴３（９：００～９：４８） 座長 泰地秀信

１２５． 当センターにおける小児症例のＦＭ補聴システムの使用状況

……………………………………………杉内智子，佐藤紀代子，渡辺尚彦，調所廣之，

熊川孝三，中瀬浩一，舘野 誠，和木美穂子，伊丹永一郎…５２７⑦

１２６． 聾学校の教室における音環境………………………………白石君男，野村健二…５２９⑦

１２７． 高音急墜型聴力の小児難聴例への補聴器装用の検討（第２報）

…………………………………………………細矢義伸，志多真理子，安野友博…５３１⑦

１２８． 伝音奇形難聴・ファロー四徴症幼児１例の補聴器装用と母子指導の経緯

………………………………………黒田生子，森 寿子，川崎美香，藤本政明…５３３⑦

第２９群：補聴４（９：４８～１０：４８） 座長 杉内智子

１２９． 中高度聴覚障害児の単語識別における韻律情報の活用の検討

…………………………………………………………………小渕千絵，廣田栄子…５３５⑦

１３０． 補聴器の片側装用者の聴力レベルと語音明瞭度の変化

………………………………………佐野 肇，橋本大門，上條貴裕，鈴木恵子，

松平登志正，原 由紀，井上理恵，大沼幸子，岡本牧人…５３７⑦

１３１． 骨伝導型携帯電話 TS41の語音聴取能

……………………………………鈴木久美子，熊川孝三，山根雅昭，金子康宏…５３９⑦

１３２． 骨導補聴器の装用効果の推定（第２報）

…………松平登志正，原 由紀，鈴木恵子，井上理絵，佐野 肇，岡本牧人…５４１⑦

１３３． 補聴器装用による心理・社会的影響の変化

………………………………………吉田悠加，西村忠己，天白奈里，細井裕司…５４３⑦
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第３０群：補聴５（１０：４８～１１：３６） 座長 松平登志正

１３４． 純音聴力レベルは不変で語音明瞭度曲線のみ経年変化する例

……………高岡養三，津田直紀，高木二郎，伊藤治夫，細井祐司，阪上雅史…５４５⑦

１３５． 装用訓練により語音了解度の改善を認めた６例

…………幸松玲未，中川雅文，奈良林 修，三原芳絵，福岡 睦，深澤佳道…５４７⑦

１３６． 高齢者における聴覚読話併用条件の音韻知覚の検討

―McGurk効果の生起過程の分析―………………………小原 透，廣田栄子…５４９⑦

１３７． 内耳ひずみの模索…………………………大和田健次郎，園部紀子，渡辺真理…５５１⑦

第 ３ 日 ９月２４日（土） ＜Ｂ 会 場＞

第３１群：聴覚障害７（９：００～９：４８） 座長 小松崎 篤

１３８． 難聴、耳鳴、めまいで発症した多発性硬化症の一例

…………………………水野正浩，高橋壽彦，三島陽人，吉岡克己，伊藤彰紀…５５３⑤

１３９． 聴覚障害をきたした多発性硬化症２症例の ABR回復経過

…………………………佐藤 斎，泉 修司，和田匡史，藤崎俊之，高橋 姿…５５５⑤

１４０． 一過性の前庭障害で発症した聴神経腫瘍の１症例

……………江崎嘉十，坂田俊文，今村明秀，末田尚之，原田博文，加藤壽彦…５５７⑩

１４１． 聴神経腫瘍患者の初期臨床像

……………松本 希，賀数康弘，柴田修明，久保和彦，中川尚志，小宗静男…５５９⑩

第３２群：聴覚障害８（９：４８～１０：３６） 座長 水野正浩

１４２． Cochlear nerve deficiencyの２症例 ……………………………………大山健二…５６１⑤

１４３． 聴力改善を認めた細菌性髄膜炎の一症例

………平井良治，鴫原俊太郎，小見山彩子，荘司正利，亀井知春，池田 稔…５６３⑤

１４４． 脳梗塞の治療中に急性感音難聴をおこした１例…………吉岡真弓，寺西正明，

片山直美，イシダイエーダ・マリア，曾根三千彦，中島 務…５６５⑤

１４５． 全身性エリテマトーデスに合併した後迷路性難聴の１例

………………………佐藤栄祐，片山直美，杉浦 真，曾根三千彦，中島 務…５６７⑤

第３３群：聴覚障害９（１０：３６～１１：２４） 座長 井上泰宏

１４６． ステロイド依存性難聴の２症例……………鴫原俊太郎，辻 賢三，野村泰之，

平井良治，関根大喜，増田 毅，池田 稔…５６９⑤

１４７． 長期観察し得た強直性脊椎炎に随伴する自己免疫性難聴症例

……………菅原一真，橋本 誠，奥田 剛，御厨剛史，池田卓生，山下裕司…５７１⑤

１４８． 血管病変を合併し聴力変動する感音難聴の二症例………山本 聡，任 書晃，

長谷川達央，瀧 正勝，柴田敏章，鈴木敏弘，久 育男…５７３⑤

１４９． 肥厚性硬膜炎により両側第 VII・VIII脳神経・外眼筋障害をきたした一症例

……………………………………………………留守卓也，堀口茂俊，岡本美孝…５７５⑤
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第 ３ 日 ９月２４日（土） ＜Ｃ 会 場＞

第３４群：難聴児教育１（９：００～１０：００） 座長 大沼直紀

１５０． 平成１６年度 聴覚障害乳幼児療育支援モデル事業の結果

…………寺崎雅子，小河原 剛，勝野雅弘，嶋根俊和，稲枝道子，柴田元子…５７７⑤

１５１． ろうあ児施設入所児の実態調査報告……………………………………内山 勉…５７９⑨

１５２． 難聴を伴う重複障害児の学齢期におけるコミュニケーション支援について

………………………………………………………………………………佐藤直子…５８１⑨

１５３． 国立印刷局における先天難聴児の就職の受け入れについて…………小崎寛子…５８３⑨

１５４． 盲ろう障害者の社会参加を支援するために…………………………三輪レイ子…５８５⑨

第３５群：難聴児教育２（１０：００～１１：００） 座長 廣田栄子

１５５． 就学直前に中等度難聴で発見された症例に関する検討

…………………………………………………東川雅彦，中小路澄子，堀 芳枝…５８７⑨

１５６． 難聴の早期発見と早期人工内耳装用による療育効果

………………………天道文子，黒木倫子，伊集院亮子，内山 勉，徳光裕子…５８９⑨

１５７． 金沢方式で訓練を受けた聴覚障害児の音声言語と文字言語の検討

…………………………………………………小林智子，能登谷晶子，古川 仭…５９１⑨

１５８． 軽度・中等度難聴児の実態と補聴器装用―新生児聴覚スクリーニング施行前出生児―

……………井上理絵，大沼幸恵，原 由紀，鈴木恵子，佐野 肇，岡本牧人…５９３⑨

１５９． 運動障害を伴う重複障害児の補聴器装用

………………………………………北川可恵，黒瀬 誠，新谷朋子，氷見徹夫…５９５⑨

第３６群：小児難聴（１１：００～１２：００） 座長 川城信子

１６０． 挿入形イヤホンを用いた乳幼児聴力検査の試み（第二報）

……………………………………森田訓子，長嶺尚代，田野亜弥子，石原雄一…５９７⑤

１６１． 乳幼児精密聴力検査における他覚的聴力検査反応閾値変化例の検討

………………………………………千葉寛之，伊藤 吏，渡辺知緒，青柳 優…５９９④

１６２． 超低出生体重児の難聴の実態と聴力管理について……針谷しげ子，田中美郷…６０１⑤

１６３． 重複障害児に対する ASSRを用いた聴力評価の有用性

（正常発達児との比較と骨導検査の導入の試み） ………阪本浩一，穴川芙美…６０３④

１６４． 聴力評価における骨導 ASSRの有用性に関する検討……工 穣，茂木英明，

福岡久邦，大島 章，菊池安剛，宇佐美真一…６０５④

ページの末尾の①～⑩は索引分類番号です。
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