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……………………………………境 修平，田渕経司，上前泊 功，及川慶子，

飛田忠道，辻 茂希，和田哲郎，原 晃…５４１①

７１． マウス蝸牛外側壁線維細胞の生後発達に伴うタイプ特異的マーカーの発現

………………………………務台英樹，Sun guangwei，藤井正人，松永達雄…５４３①

第１７群：一般演題 聴覚基礎３（１０：３０～１１：４２） 座長 原 晃

７２． 内耳性難聴モデルにおけるステロイドホルモンの内耳移行

…………飛田忠道，田渕経司，辻 茂希，大久保英樹，和田哲郎，原 晃…５４５①
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７３． マウス音響性障害に対する p38 MAPK阻害剤の保護効果 ―第２報―

…………及川慶子，田渕経司，境 修平，上前泊 功，和田哲郎，原 晃…５４７①

７４． 音響障害に対するエダラボンの経正円窓膜的投与と全身的投与の効果

についての検討…………………………………橋本 誠，菅原一真，下郡博明，

田中邦剛，御厨剛史，広瀬敬信，山下裕司…５４９①

７５． モルモット蝸牛における音響負荷とテプレノンによる

Heat shock protein 70 mRNAの発現の変化の検討

……………御厨剛史，菅原一真，田中邦剛，広瀬敬信，橋本 誠，山下裕司…５５１①

７６． 音響障害におけるコエンザイム Q10の音響障害に対する保護効果の検討

……………広瀬敬信，菅原一真，御厨剛史，橋本 誠，下郡博明，山下裕司…５５３①

７７． 音響外傷性難聴に対する Ginkgo（EGb761）の内耳神経保護効果

………………………………………重冨征爾，山下大介，神崎 晶，小川 郁…５５５①

第１８群：一般演題 聴覚障害１（１５：１０～１６：１０） 座長 小田 恂

７８． 岩木町健康増進プロジェクトにおける聴覚健診の試み

……………坂本夏海，欠畑誠治，二井一則，籾山淳子，南場淳司，新川秀一…５５７⑩

７９． 高齢難聴者における聴覚に関する自己評価…堀切一葉，賀数康弘，野口敦子，

松本 希，君付 隆，倉内紀子，小宗静男…５５９⑤

８０． 精神病院における聴覚障害者―実態―………………………………三輪レイ子…５６１⑤

８１． 心因性難聴の統計と聴覚検査成績の検討……松浦宏司，牛迫泰明，永野由起，

加藤榮司，中山 翼，河野浩万，東野哲也…５６３⑤

８２． 機能性難聴症例における難聴の自覚の有無とオージオグラムの関係

……………佐藤 斎，和田匡史，窪田 和，泉 修司，藤崎俊之，�橋 姿…５６５⑤

第１９群：一般演題 耳鳴１（１６：１０～１７：１０） 座長 村井和夫

８３． 耳鳴の音響心理学的属性についての検討２―音色を中心に―

……………………………………渡邉啓介，松田太志，大脇真奈，高橋真理子，

村上信五，牧野多恵子，関谷芳正，小國有加，日比野 愛…５６７⑥

８４． 当科における TRT経過 ………………………佐藤尚恵，小川 洋，大森孝一…５６９⑥

８５． 当科における TRTの治療効果の検討 ………畑中章生，野口佳裕，戸叶尚史，

八島隆敏，川島慶之，伊藤 卓，喜多村 健…５７１⑥

８６． TRTにおける両側耳鳴の治療効果の検討

……………………………………前山啓充，大久保美紀，高井優子，西村将人，

馬場一泰，柴田清児ブルース，河本光平，栗山博道…５７３⑥

８７． TRTにおける治療困難例の検討

…………………高橋真理子，牧野多恵子，日比野 愛，宮本浩行，関谷芳正，

松田太志，大脇真奈，渡邊啓介，小國有加，村上信五…５７５⑥

第２０群：一般演題 耳鳴２（１７：１０～１８：１０） 座長 加藤壽彦

８８． 耳鳴に対する TRTの治療成績と治療効果の指標に関する検討
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………………………橋本千登恵，坂下哲史，加藤匠子，小島道子，山根英雄…５７７⑥

８９． TRTの治療効果に影響する要因に関する検討

………………………加藤匠子，坂下哲史，橋本千登恵，小島道子，山根英雄…５７９⑥

９０． 当院における TRTの聴力と TCI治療器の選択ノイズについて

……………………………………伊藤まり，相馬啓子，小浜遊記枝，安藤麗子…５８１⑥

９１． 聖隷横浜病院における TRT施行例における THIの検討

…………………………………………………………………呉 晃一，高野信也…５８３⑥

９２． カウンセリング用 DVDを用いた TRTの治療効果

………………………新田清一，栗田昭宏，大石直樹，田副真美，佐藤美奈子，

斎藤秀行，神崎 晶，弓削 勇，岡本康秀，小川 郁…５８５⑥

第 ２ 日 ９月２９日（金） ＜Ａ 会 場＞

第２１群：主題２ 内耳性聴覚障害の病態１（８：３０～９：１８） 座長 朝隈真一郎

９３． 外リンパ瘻確実例からみた内耳性聴覚障害の病態

…………………………………………………牧野邦彦，武木田誠一，李 佳奈…５８７⑤

９４． ミトコンドリア DNAの９６１変異を有する難聴３家系の臨床像

……………………………………松永達雄，幸池浩子，佐藤美奈子，水足邦雄，

泰地秀信，藤井正人，宇佐美真一，小川 郁…５８９⑤

９５． 急性低音障害型感音難聴の病態持続期間について………阿部 隆，立木 孝…５９１⑤

９６． 内耳ひずみの模索２……………………………………大和田健次郎，園部紀子…５９３⑤

第２２群：主題２ 内耳性聴覚障害の病態２（９：１８～１０：１８） 座長 小林俊光

９７． 内耳性聴覚障害に対するステロイド剤効果発現部位の検討

……………………………………………………森 貴稔，藤村和伸，鈴木秀明…５９５⑤

９８． 内耳性難聴における血液迷路関門の破綻症例について

……………………………………………………吉田忠雄，杉浦 真，寺西正明，

中田誠一，曾根三千彦，吉岡真弓，中島 務…５９７⑤

９９． 低音部の急性感音性難聴に対する水分摂取治療―第２報―

……………長沼英明，河原克雅，徳増厚二，和田昌興，上条貴裕，岡本牧人…５９９⑤

１００． 突発性難聴に対する塩酸ファスジル併用ステロイド治療の有用性

―内耳循環障害と Rhoキナーゼの関連―

………………………………………土井勝美，西村 洋，川島貴之，久保 武，

仙波 治，朴 秀典，長谷川太郎，清水智之…６０１⑤

１０１． 突発性難聴は血管条血管内皮細胞の膜病と推定される………………森満 保…６０３⑤

第２３群：一般演題 補聴４（１０：１８～１１：１８） 座長 杉内智子

１０２． 補聴器装用者の慣れに関する検討（補聴器経験者と未経験者のアンケート調査）

…………………………………………………………………福元儀智，杉原三郎…６０５⑦

１０３． 補聴器外来受診患者に対する HHIEを用いたアンケート調査

………………………………………………瀧口洋一郎，佐藤美奈子，小川 郁…６０７⑦
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１０４． 補聴器装用後の聞こえ，満足度と心理・社会的影響の関係

………………………………………吉田悠加，西村忠己，山下哲範，細井裕司…６０９⑦

１０５． 軽中等度難聴者の補聴前後の変化―「きこえについての質問紙２００２」による評価―

………………………………………鈴木恵子，原 由紀，佐野 肇，井上理絵，

大沼幸恵，松平登志正，上條貴裕，岡本牧人…６１１⑦

１０６． 病院の音環境に関する調査―聴覚障害者の観点から―

………………………白石君男，松田峻一良，安元和彦，神田幸彦，今村信秀…６１３⑦

第２４群：一般演題 補聴５（１１：１８～１２：１８） 座長 小寺一興

１０７． 日常生活環境における指向性および雑音抑制機能の評価

………………………………………………………………荻野百合代，立入 哉…６１５⑦

１０８． デジタル補聴器の定常騒音下における騒音抑制効果…………………中川辰雄…６１７⑦

１０９． デジタル補聴器の雑音抑制機能に関する臨床的検討

……………………………………………………杉浦公恵，真鍋未希，新井美帆，

工藤多賀，斉藤 宏，堀内美智子，小寺一興…６１９⑦

１１０． 周波数移調処理の効果と語音聴取への影響

………………………………………前川直子，新井美帆，佐藤涼子，伊藤達也…６２１⑦

１１１． 高度感音難聴児に対する福祉型高度用デジタル補聴器の補聴効果の比較

…………………………………………………中島恭子，長井今日子，石橋洋子，

小原 透，亀森真理子，水谷清隆，古屋信彦…６２３⑦

第２５群：一般演題 小児難聴１（１５：２０～１６：３２） 座長 工藤典代

１１２． 新生児聴覚スクリーニング後の精密機関受診児の経過

……………………………………仲野敦子，有本友季子，猪野真純，工藤典代…６２５⑨

１１３． 新生児聴覚スクリーニングで発見された聴覚障害児の小学校就学時点での評価

………………………福田章一郎，問田直美，福島邦博，片岡祐子，西崎和則…６２７⑨

１１４． 長野県における新生児聴覚スクリーニングの現状

……………………………………林 景子，大島 章，工 穣，宇佐美真一…６２９⑨

１１５． 新生児聴覚スクリーニング後の療育システムの構築について………小崎寛子…６３１⑨

１１６． 神奈川県（西湘地区）における新生児聴覚障害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，油井健史，稲枝道子，柴田元子…６３３⑨

１１７． 和歌山県における新生児聴覚スクリーニングの問題点と今後の取り組み

………………………………………藤原啓次，酒井章博，大西敦子，山中 昇…６３５⑨

第２６群：一般演題 小児難聴２（１６：３２～１７：４４） 座長 中川尚志

１１８． ３歳児健診後，聴覚の精査依頼で当院を受診した児の検討

……………………………………………………………小栗志保子，荒尾はるみ…６３７⑩

１１９． 沖縄県における精密聴力検査の現状……………………我那覇 章，鈴木幹男…６３９③

１２０． 難聴児の療育に関わる専門機関の連携
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…………………………中津愛子，橋本 誠，菅原一真，山下裕司，池田卓生…６４１⑨

１２１． 軽度・軽中等度難聴児の学校適応について

…………梅本和正，長井今日子，中島恭子，小原 透，石橋洋子，古屋信彦…６４３⑨

１２２． 幼児期における聴力の低下……………………西方幸子，大友礼子，柴原義博…６４５⑨

１２３． ABR要精査後の聴力改善例についての検討

……………………………………………………金泉悦子，新谷朋子，川端 文，

和野美鈴，縫 郁美，氷見徹夫，北川可恵…６４７③

第 ２ 日 ９月２９日（金） ＜Ｂ 会 場＞

第２７群：一般演題 小児難聴３（８：３０～９：３０） 座長 竹田泰三

１２４． 遺伝診療外来と耳鼻咽喉科…………………八島隆敏，野口佳裕，喜多村 健…６４９⑩

１２５． 当院において検出された connexin26（GJB2）難聴遺伝子変異

……………………………………林 千江里，池田勝久，河野 淳，鈴木 衛…６５１⑤

１２６． 心因性難聴との鑑別を要した耳小骨奇形の１例

……………………………………………………扇 和弘，真鍋恭弘，齋藤武久…６５３⑤

１２７． PETによる先天性高度難聴小児の脳代謝の観察＜１．健聴成人との比較＞

………………………………………内藤 泰，藤原敬三，篠原尚吾，菊地正弘，

足立恒道，堀 真也，真鍋朋子，森 壽子…６５５⑩

１２８． PETによる先天性難聴小児の脳代謝の観察＜２．聴覚活用との関係＞

………………………………………藤原敬三，内藤 泰，篠原尚吾，菊地正弘，

足立恒道，堀 真也，真鍋朋子，森 壽子…６５７⑩

第２８群：一般演題 人工内耳１（９：３０～１０：４２） 座長 古屋信彦

１２９． 術中 NRT反応が得られなかった人工内耳症例の術後経過

………………………………………三浦 誠，平海晴一，金丸眞一，石丸 満，

山口 忍，西岡奈美江，内藤 泰，伊藤壽一…６５９⑧

１３０． 岬角電気刺激反応不良の人工内耳症例

……………西山信宏，河野 淳，萩原 晃，田村直子，片岡智子，鈴木 衞…６６１⑧

１３１． MED―EL社製聴性脳幹インプラントを行った２例の聴取能の経過

………………………赤松裕介，尾形エリカ，伊藤 健，山岨達也，加我君孝…６６３⑧

１３２． 語音聴取評価検査「CI―2004（試案）」を用いた成人人工内耳装用者の聴取能

…………射場 恵，熊谷文愛，熊川孝三，鈴木久美子，武田英彦，山根雅昭…６６５⑧

１３３． N24人工内耳装用者における術中 NRT，EABRと聴取能の検討

………………………………………池谷 淳，河野 淳，萩原 晃，西山信宏，

河口幸江，田村直子，片岡智子，小野智子，鈴木 衞…６６７⑧

１３４． N24CS（R）人工内耳埋め込み術装用者における術中 NRT，EABRの検討

………………………………………萩原 晃，河野 淳，池谷 淳，西山信宏，

河口幸江，田村直子，片岡智子，小野智子，鈴木 衞…６６９⑧

第２９群：一般演題 人工内耳２（１０：４２～１１：５４） 座長 小宗静男
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１３５． 当科における幼小児人工内耳装用児の術前・術後の療育指導方法の変遷

……………………………………長井今日子，小原 透，石橋洋子，中島恭子，

芦野聡子，田中美郷，梅本和正，古屋信彦…６７１⑧

１３６． 人工内耳小児におけるマイク感度と単語了解度

―騒音下および提示音圧別検査成績―

………………………………………神田幸彦，田中英雄，隈上秀高，高崎賢治，

山本智美，宮本育江，吉田晴郎，高橋晴雄…６７３⑧

１３７． コクレア N24人工内耳装用小児における NRT測定と行動閾値の関係

…………………………………………………佐々木 知，井脇貴子，久保 武…６７５⑧

１３８． 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，高岩一貴，君付 隆，小宗静男…６７７⑧

１３９． ２歳以下で人工内耳を装用した幼児３症例の臨床検討

―術前・術後の行動学的変化を中心として

………………………間 三千夫，硲田猛真，中原 啓，齊藤優子，福辻賢治，

山西美映，池田浩己，芝埜 彰，榎本雅夫，河野 淳，北野博也…６７９⑧

１４０． １歳代人工内耳装用児における聞き取りの発達状況

………………………………………服部 琢，柴田康子，堀江友子，中山博之，

加藤敏江，浅見勝巳，加藤智浩，稲垣祥子…６８１⑧

第３０群：一般演題 人工内耳３（１５：２０～１６：３２） 座長 新川秀一

１４１． 外傷性くも膜下出血・脳挫傷後に両側進行性感音難聴を呈し，

人工内耳が奏功した一例

………………………藤本千里，伊藤 健，狩野章太郎，山岨達也，加我君孝…６８３⑧

１４２． 当科における人工内耳再埋め込み症例について

………………藤坂実千郎，十二町真樹子，安村佐都紀，渡辺行雄，麻生 伸…６８５⑧

１４３． ADRO（Adaptive Dynamic Range Optimization）機能を搭載した

人工内耳と補聴器の両耳装用効果について………………井脇貴子，久保 武…６８７⑧

１４４． 地域病院での人工内耳マッピング，リハビリテーションの試み

……………川端 文，新谷朋子，和野美鈴，金泉悦子，氷見徹夫，石井 歓…６８９⑧

１４５． 人工内耳装用成人における反対側への補聴器の適用

…………高橋信雄，高橋眞由美，荒川慶子，暁 清文，篠森裕介，木村美佳…６９１⑧

１４６． 複数回人工内耳埋め込み術を行った成人症例の検討

………………………………………河野 淳，萩原 晃，西山信宏，河口幸江，

池谷 淳，田村直子，片岡智子，小野智子，鈴木 衞…６９３⑧

第３１群：一般演題 人工内耳４（１６：３２～１７：４４） 座長 �橋 姿

１４７． ミトコンドリア遺伝子 A3243G点変異３例に対する人工内耳埋込み術

…………………………木下 淳，佐野真幸，伊藤 健，加我君孝，山岨達也…６９５⑧

１４８． 低体重で出生した人工内耳装用児１例の長期臨床経過と予後

…………………………森 尚彫，森 寿子，川崎美香，黒田生子，藤本政明…６９７⑧
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１４９． 進行性聾児２例の臨床経過と予後―人工内耳装用年齢と手術時の言語能力が

与える影響の比較検討―

…………………………川崎美香，森 寿子，森 尚彫，黒田生子，藤本政明…６９９⑧

１５０． 人工内耳装用児の言語能力とその関連要因

………………………………………加藤敏江，中山博之，浅見勝巳，加藤智浩，

稲垣祥子，服部 琢，柴田康子，堀江友子…７０１⑧

１５１． 内耳奇形を伴った小児人工内耳症例の検討

………………………………………眞鍋朋子，内藤 泰，篠原尚吾，藤原敬三，

菊地正弘，足立恒道，堀 真也，諸頭三郎…７０３⑧

１５２． 言語習得前失聴人工内耳装用児の語音聴取能と構音

……………………………………………………石丸 満，山口 忍，平海晴一，

三浦 誠，岩井詔子，金丸眞一，伊藤壽一…７０５⑧

第 ２ 日 ９月２９日（金） ＜Ｃ 会 場＞

第３２群：一般演題 難聴児教育１（８：３０～９：４２） 座長 川城信子

１５３． 聴覚障害生徒の環境音の聴取に関する音響心理学的検討（第１報）

………………………………………………………………………………金子俊明…７０７⑨

１５４． 聴覚障害児の音韻意識の発達…………………長南浩人，齋藤佐和，大沼直紀…７０９⑨

１５５． 当科で経験した CHARGE associationの聴力とコミュニケーション発達

………………………………………北川可恵，黒瀬 誠，新谷朋子，氷見徹夫…７１１⑨

１５６． 聴覚障害児における統語規則に関する言語機能評価法の開発

…………………………………………………廣田栄子，樺澤一之，久保田正人…７１３⑨

１５７． 音声コミュニケーションを用いた言語指導法（SCS法）について

………佐藤紀代子，杉内智子，齋藤真衣子，渡辺尚彦，調所廣之，熊川孝三…７１５⑨

１５８． ２歳前にホームトレーニングに参加し，言語獲得時期の確認ができた

難聴児３３例の経過……………………………田中美郷，芦野聡子，針谷しげ子…７１７⑨

第３３群：一般演題 難聴児教育２（９：４２～１０：５４） 座長 水野正浩

１５９． ムンプス両側聾に対し早期人工内耳手術を施行した１例

……………………………………山田奈保子，馬場陽子，小川 洋，大森孝一…７１９⑨

１６０． 言語発達不良な人工内耳装用児１例の発達経過

…………芦野聡子，田中美郷，小山由美，針谷しげ子，浅野公子，熊川孝三…７２１⑨

１６１． 人工内耳装用児の療育効果について

………………………内山 勉，伊集院亮子，黒木倫子，徳光裕子，加我君孝…７２３⑨

１６２． 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（第二報）

…………小山由美，田中美郷，芦野聡子，熊川孝三，浅野公子，針谷しげ子…７２５⑨

１６３． 人工内耳を装用した最重度難聴児の療育について

……………………………………黒木倫子，伊集院亮子，内山 勉，徳光裕子…７２７⑨

１６４． 人工内耳装用児の就学状況と教育機関との連携についての検討

―教育機関へのアンケート調査による―
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…………………………鈴木美華，柏村正明，武市紀人，小原修幸，福田 諭…７２９⑨

第３４群：一般演題 聴覚障害２（１０：５４～１１：５４） 座長 山岨達也

１６５． 若年性片側聾症例の血漿 ADH値 …………………………柿木章伸，竹田泰三…７３１⑤

１６６． 脳幹部海綿状血管腫による後迷路性難聴症例

…………………………増田 毅，野村泰之，野口雄五，平井良治，吉田晋也，

鴫原俊太郎，池田 稔，永岡右章，角 光一郎…７３３⑤

１６７． 某高等学校剣道部員に認められた聴覚障害（続報）……加藤栄司，東野哲也…７３５⑤

１６８． メニエール病に対するキシロカイン鼓室内注入療法の聴力変動について

…………………………野村泰之，野口雄五，浅川剛志，平井良治，増田 毅，

安孫子 譲，鴫原俊太郎，斎藤雄一郎，池田 稔…７３７⑤

１６９． 原田病における聴力障害の検討…小原修幸，柏村正明，武市紀人，福田 諭…７３９⑤

第３５群：一般演題 症例１（１５：２０～１６：２０） 座長 森 望

１７０． 神経ベーチェット病と診断された両側感音難聴の一症例

…………山本 聡，任 書晃，長谷川建央，瀧 正勝，鈴木敏弘，久 育男…７４１⑤

１７１． 純粋語聾の一症例………………………………松本 希，賀数康弘，久保和彦，

堀切一葉，野口敦子，君付 隆，小宗静男…７４３⑤

１７２． Beckwith―Wiedemann syndromeに伴った Auditory neuropathy症例

………………………………………岩井詔子，石丸 満，山口 忍，伊藤壽一…７４５⑤

１７３． Fabry病女性７症例の純音聴力像の検討

……………………………………丹羽洋二，櫻井結華，宇田川友克，米本友明，

小島博己，大橋十也，衛藤義勝，森山 寛…７４７⑤

１７４． 興味ある皮質難聴の一症例

…………………………鎌田喜博，大河由佳，石島 健，佐藤宏昭，村井和夫…７４９⑤

第３６群：一般演題 症例２（１６：２０～１７：２０） 座長 佐藤宏昭

１７５． 良聴耳に対するステロイド鼓室内注入療法

…………………………………鴫原俊太郎，野村泰之，齋藤雄一郎，野口雄五，

浅川剛志，平井良治，辻 賢三，池田 稔…７５１⑤

１７６． MPO―ANCA陽性で自己免疫的機序が疑われたステロイド依存性難聴の１症例

………………………………………古瀬秀和，櫻井真一，和氣貴祥，千田邦明…７５３⑤

１７７． 右下丘に限局した脳幹出血に伴う聴覚障害の１例

……………………………………………………泉 修司，佐藤 斎，窪田 和，

和田匡史，藤崎俊之，佐藤克郎，�橋 姿…７５５⑤

１７８． 純音聴力正常域の聴神経腫瘍症例の検討

…………野口雄五，鴫原俊太郎，野村泰之，荘司政利，亀井知春，池田 稔…７５７⑤

１７９． 聴神経腫瘍の局在と聴力像について………………………日高浩史，橋本 省…７５９⑤

ページの末尾の①～⑩は索引分類番号です。
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セミナー開催のお知らせ

第５１回日本聴覚医学会総会・学術講演会の会期中に以下のセミナーを開催します。

９月２８日（木）１４：１０～１５：００ 〈Ａ会場〉

臨床セミナー１：Auditory Neuropathy 〈Ｂ会場〉（同時放送）

司会：市川銀一郎

１． Auditory Nerve Disease

加我君孝

２． 報告以前の本邦での研究

都筑俊寛

９月２９日（金）１３：３０～１４：２０ 〈Ａ会場〉

臨床セミナー２：人工内耳と聴性脳幹インプラントの聴覚医学的問題 〈Ｂ会場〉（同時放送）

司会：久保 武

１． 人工内耳の聴覚医学的問題

伊藤壽一

２． 聴性脳幹インプラントの聴覚医学的問題

熊川孝三

９月２９日（金）１４：２５～１５：１５ 〈Ａ会場〉

臨床セミナー３：重複障害児の聴覚医学的問題 〈Ｂ会場〉（同時放送）

司会：大沼直紀

１． 重複障害幼児の行動観察聴力検査と補聴

廣田栄子

２． 重複障害児の聴力評価と聴覚補償

新谷朋子、北川可恵

９月２８日（木）１２：１０～１３：００ 〈Ａ会場〉

ランチョンセミナー１ 〈Ｂ会場〉（同時放送）

司会：草刈 潤

聴性定常反応聴力検査

Picton T.W.（Rotoman研究所、Toronto）

９月２９日（金）１２：３０～１３：２０ 〈Ａ会場〉

ランチョンセミナー２ 〈Ｂ会場〉（同時放送）

司会：小川 郁

耳鳴に対する音響療法の最前線

神田幸彦（長崎市）佐藤美奈子（慶應大学）




