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……………御厨剛史，菅原一真，広瀬敬信，橋本 誠，下郡博明，山下裕司…４０１①

第１７群：聴覚基礎２（９：１８～１０：０６） 座長 喜多村 健

７１． DBA/2Jマウスの進行性難聴に対するコエンザイム Q10の効果

……………広瀬敬信，菅原一真，御厨剛史，橋本 誠，下郡博明，山下裕司…４０３①

７２． 音響性聴器障害におけるペルオキシレドキシンの効果の検討

……………………………………………………田中秀峰，田渕経司，原 晃…４０５①

７３． カイニン酸の蝸牛障害に対するエストラジオールの保護効果

……………………………………………………境 修平，田渕経司，原 晃…４０７①

７４． 内耳気圧外傷におけるエダラボンの内耳保護効果の検討

……………………………………………………前川 仁，松延 毅，塩谷彰浩…４０９①

第１８群：聴覚基礎３（１０：０６～１０：５４） 座長 原 晃

７５． 一過性虚血後の内耳に対する低体温の影響についての検討

…………竹田将一郎，吉田 正，藤田健介，兵頭 純，白馬伸洋，暁 清文…４１１①

７６． LIMキナーゼと cofilinによる外有毛細胞運動能制御

…………………………松本 希，賀数康弘，�岩一貴，君付 隆，小宗静男…４１３①
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７７． ラット蝸牛外側壁線維細胞の生後発達と細胞増殖

……………………………………………………務台英樹，松永達雄，藤井正人…４１５①

７８． フラビン蛍光イメージング法による大脳聴覚野の機能解析

……………�橋 姿，高橋邦行，窪田 和，大島伸介，泉 修司，渋木克英…４１７①

第１９群：聴覚基礎４（１０：５４～１１：４２） 座長 中川尚志

７９． 突発性難聴患者の末梢血におけるバイオマーカーの検討

………………………神崎 晶，増田正次，佐藤美奈子，齊藤秀行，水足邦雄，

鈴木隆史，大石直樹，若林健一郎，井上泰宏，小川 郁…４１９⑤

８０． 虚血関連遺伝子 SNP（一塩基多型）と突発性難聴

……………………………………………………寺岡正人，羽藤直人，暁 清文…４２１①

８１． 音程認知に必要な時間閾値……硲田猛真，中原 啓，齊藤優子，間 三千夫，

山西美映，福辻賢治，池田浩己，芝埜 彰，榎本雅夫…４２３①

８２． 動脈硬化が聴力に及ぼす影響―岩木地区住民健康調査における脈波伝播速度

による検討―………佐々木 亮，欠畑誠治，坂本夏海，籾山淳子，新川秀一…４２５⑤

第２０群：補聴１（１１：４２～１２：３０） 座長 石神寛通

８３． 耳鼻咽喉科診療所における補聴器外来の現状と課題…長嶋比奈美，坂崎弘幸，

森実加奈，瀧元美和，三根生 茜，佐藤公美，宇高二良，武田憲昭…４２７⑦

８４． 当院における補聴器装用患者の分析と定期トレーニングの効果について、

および補聴器装用となった軽度難聴患者の背景と装用後の満足度についての検討

……………峯川 明，酒井陽子，笠井美里，幸松玲未，三原芳絵，中川雅文…４２９⑦

８５． アンケートによる補聴効果の評価

………………………水越昭仁，森山元大，遠藤周一郎，今村俊一，増山敬祐…４３１⑦

８６． 高齢者における auditory deprivationとその回復―長期追跡例

…………………………………………………………………内田育恵，中島 務…４３３⑦

第２１群：小児難聴３（１５：１０～１５：５８） 座長 川城信子

８７． 岐阜県における新生児聴覚スクリーニングについて

………………………………………赤井貞康，伊藤八次，今村清志，森下 功…４３５⑩

８８． 当科小児難聴外来の過去１０年間における遺伝学的検査の検討

……………………小林有美子，佐藤宏昭，岩井詔子，村井盛子，宇佐美真一…４３７⑩

８９． 新生児・乳児聴覚スクリーニング検査及び精密検査方法とその後の経過

についての検討…………………齊藤優子，硲田猛真，間 三千夫，池田浩己，

中原 啓，山西美映，芝埜 彰，榎本雅夫…４３９③

９０． 弘前方式による新生児聴覚スクリーニングの試み

………………………………………阿部尚央，南場淳司，籾山淳子，新川秀一…４４１⑩

第２２群：小児難聴４（１５：５８～１６：５８） 座長 泰地秀信

９１． 長野県における新生児聴覚スクリーニング（１）―現状と問題点―

………………………………………茂木英明，林 景子，鬼頭良輔，大島 章，
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工 穣，宇佐美真一，前田麻貴，北野庸子…４４３⑩

９２． 長野県における新生児聴覚スクリーニング（２）―難聴児支援センターおよび

人工内耳センターの設立―………林 景子，茂木英明，鬼頭良輔，大島 章，

工 穣，宇佐美真一，前田麻貴，北野庸子…４４５⑩

９３． 和歌山県における新生児聴覚スクリーニングの取り組み……………酒井章博，

藤原啓次，山中 昇，三反田多香子，山本真理，永井尚子…４４７⑩

９４． 新生児聴覚スクリーニング検査で検出された軽度・中等度難聴児の発達支援

―補聴器適合、および家族と関係機関への支援―………大沼幸恵，井上理絵，

原 由紀，鈴木恵子，猪 健志，上条貴裕，佐野 肇，岡本牧人…４４９⑭

９５． 新生児聴覚スクリーニング検査で検出された軽度・中等度難聴児の発達支援２

―言語発達について―……………井上理絵，大沼幸恵，原 由紀，鈴木恵子，

猪 健志，上條貴裕，佐野 肇，岡本牧人…４５１⑭

第２３群：小児難聴５（１６：５８～１７：５８） 座長 沖津卓二

９６． 当院における小児進行性・遅発性難聴の人工内耳埋込み術施行症例の検討

………………………片岡祐子，福島邦博，福田章一郎，長安吏江，西崎和則…４５３⑩

９７． 人工内耳埋込術を行った先天性 CMV感染症による難聴児の経過

……………………………………馬場陽子，山田奈保子，小川 洋，大森孝一…４５５⑤

９８． 医院における補聴器外来・言語聴覚外来の現況と言語聴覚士のはたらき

……………………………………………………鶴田美律，坂井純二，大山孜郎…４５７⑩

９９． 福岡市立心身障害福祉センターにおける軽・中等度難聴児の検討

………………………山下道子，安松千絵，淡河紀代子，中川尚志，小宗静男…４５９⑩

１００． 先天性横隔膜ヘルニア（CDH）と難聴 ……川城信子，守本倫子，泰地秀信…４６１⑩

第 ２ 日 １０月５日（金） ＜Ａ 会 場＞

第２４群：聴覚検査１（８：３０～９：３０） 座長 芳川 洋

１０１． 感音難聴の程度による各内耳機能検査の陽性率の比較

……………君付 隆，賀数康弘，松本 希，野口敦子，堀切一葉，小宗静男…４６３③

１０２． 骨導聴力検査と骨導 DPOAEによる骨導音の伝達に関する検討

…………………………渡辺知緒，伊藤 吏，阿部靖弘，千葉寛之，青柳 優…４６５③

１０３． 同側低周波音響負荷に対する DPOAEの時間変動の観察

……………………………………………………原田竜彦，神崎 仁，舘野 誠…４６７③

１０４． 骨導超音波の語音聴力の検討

……………山下哲範，西村忠己，長谷芳樹，阪口剛史，岡安 唯，細井裕司…４６９⑦

１０５． 骨導３０kHz純音と骨導 1kHz純音のラウドネスの比較

…………………………小泉敏三，西村忠己，山下哲範，阪口剛史，細井裕司…４７１②

第２５群：補聴５（９：３０～１０：１８） 座長 岡本牧人

１０６． 当科補聴器外来における『比較試聴システム』の試み

……鈴木大介，新田清一，山下 拓，南 修司郎，和佐野浩一郎，稲垣洋三…４７３⑦

― VII ―



１０７． 補聴器外来における補聴器購入に及ぼす因子の検討…三宅真理子，朝日清光，

曾根三千彦，中島 務，内田育恵，宮田晶子，植田広海…４７５⑦

１０８． 当院における補聴器外来５年間の装用群と非装用群の検討

…………………………猪 健志，佐野 肇，上條貴裕，松平登志正，鈴木恵子，

原 由紀，井上理絵，大沼幸恵，岡本牧人…４７７⑦

１０９． 当科補聴器外来の８年間における臨床統計

………………………森山元大，遠藤周一郎，水越昭仁，今村俊一，増山敬祐…４７９⑦

第２６群：主題２ 高齢者と補聴器１（１０：１８～１１：１４） 座長 細井裕司

１１０． 高齢難聴者の生活の質―きこえについての質問紙２００２を用いた検討―

…………………………佐野 肇，鈴木恵子，原 由紀，上條貴裕，井上理絵，

大沼幸恵，松平登志正，猪 健志，岡本牧人…４８１⑦

１１１．『きこえについての質問紙２００２』の高齢難聴者への適用

―回答に示された若年者との違い―…………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…４８３⑭

１１２． 高齢者の補聴器装用による満足度の検討………………小原 透，長井今日子，

中島恭子，宮下真理子，水谷清隆，古屋信彦…４８５⑦

１１３． 高齢者における混合難聴への補聴器適応について

………………………………………高原紀子，原 浩子，秋定 健，原田 保…４８７⑬

第２７群：主題２ 高齢者と補聴器２（１１：１４～１２：２４） 座長 小田 恂

１１４． 地域開業医における高齢者補聴の実態（―高齢者に望まれる補聴とは―）

……………………………………………………………荒尾はるみ，立石志保子…４８９⑦

１１５． 当院における高齢者の補聴器装用の現状

…………森 尚彫，森 壽子，川崎美香，木村亜由美，黒田生子，藤本政明…４９１⑦

１１６． 高齢者における補聴器装用決定後の使用状況について

………………………沖津卓二，石岡 泉，清水麻里，豊田理恵子，佐竹充章…４９３⑦

１１７． 高齢者の補聴器装用希望者の聞こえに関する自己評価と家族評価

……………………………………………………西村忠己，吉田悠加，細井裕司…４９５⑦

１１８． 高齢者に対する補聴器装用指導の検討……福辻賢治，間 三千夫，中原 啓，

硲田猛真，齊藤優子，芝埜 彰，池田浩己，山西美映，原田 保，榎本雅夫…４９７⑦

第２８群：難聴児教育・リハビリ（１４：５０～１５：５０） 座長 福島邦博

１１９． 聴覚特別支援学校（聾学校）における乳幼児教育相談活動と

聴覚活用支援機能に関する実態調査………………………原田公人，廣田栄子…４９９⑪

１２０． 聴覚スクリーニングで発見された高度・重度感音難聴新生児に対する

療育指導と言語発達…………長井今日子，小原 透，宮下真理子，中島恭子，

斎藤彩子，梅本和正，古屋信彦，芦野聡子，田中美郷…５０１⑪

１２１． コミュニケーションを主体とした言語指導とその経過

―２症例の言語発達経過を中心に―……佐藤紀代子，杉内智子，齊藤真衣子，
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渡辺尚彦，調所廣之，熊川孝三…５０３⑪

１２２． 周波数変換帯域雑音音声を用いた聴覚リハビリテーションに関する模擬的検討�
―トレーニング時の正答フィードバックの重要性について―

……………川瀬哲明，堀 容子，牧 敦子，小林俊光，坂本修一，鈴木陽一…５０５⑫

１２３． 周波数変換帯域雑音音声を用いた聴覚リハビリテーションに関する模擬的検討�
―視覚情報（発話顔画像）を提示した訓練の効果について―

……………堀 容子，川瀬哲明，牧 敦子，小林俊光，坂本修一，鈴木陽一…５０７⑫

第２９群：聴覚障害３（１５：５０～１６：５０） 座長 都筑俊寛

１２４． 急性感音難聴を呈した低髄液圧症候群の１例

…………野村泰之，平井良治，増田 毅，亀井知春，鴫原俊太郎，池田 稔…５０９⑬

１２５． 急性低音障害型感音難聴における耳鳴とオージオグラムとの関連性について

…………………………坂田俊文，江崎嘉十，上野哲子，中川尚志，加藤壽彦…５１１⑥

１２６． 腰椎麻酔後にみられた感音難聴の一症例………………………………近 芳久…５１３⑬

１２７． 急性感音難聴を生じた顕微鏡的多発動脈炎の１症例

……………………………………………………窪田俊憲，和氣貴祥，古瀬秀和…５１５⑬

１２８． 突発難聴を来たした多発性硬化症の一例……藤木暢也，辻村美佳，足立恒道…５１７⑬

第 ２ 日 １０月５日（金） ＜Ｂ 会 場＞

第３０群：人工内耳１（８：３０～９：１８） 座長 伊藤壽一

１２９． 人工内耳装用児の就学支援に関する検討

…………鈴木美華，武市紀人，津布久 崇，小原修幸，中村紘子，福田 諭…５１９⑧

１３０． 就学前訓練を実施した人工内耳装用児２６例の就学時の言語・認知諸能力と

就学状況、および今後の課題―就学前・就学後の一貫したサポート体制

確立の重要性―…………………………………森 壽子，川崎美香，森 尚彫，

木村亜由美，黒田生子，藤本政明…５２１⑧

１３１． 人工内耳装用児に対する就学前・就学後の一貫したサポート体制確立の重要性�
―１０例の臨床知見から―………………………川崎美香，森 壽子，森 尚彫，

木村亜由美，黒田生子，藤本政明…５２３⑧

１３２． 教育機関における人工内耳装用児の現状と課題………………………高橋信雄…５２５⑧

第３１群：人工内耳２（９：１８～１０：０６） 座長 山岨達也

１３３． 当科の小児内耳奇形例に対する人工内耳埋込術と術後成績

…………坂井有紀，赤松裕介，尾形エリカ，伊藤 健，山岨達也，加我君孝…５２７⑧

１３４． 乳幼児期に難聴を発症し青年期に人工内耳埋め込み術を施行した症例の検討

………………………………………小野智子，河野 淳，片岡智子，田村直子，

萩原 晃，西山信宏，古瀬寛子，山田哲也，鈴木 衞…５２９⑧

１３５． 人工内耳手術を行ったペンドレッド症候群の２症例

……………下薗政巳，牛迫泰明，永野由起，加藤榮司，河野浩万，東野哲也…５３１⑧

１３６． 人工内耳再埋め込み術時に前庭階に挿入した２症例の検討
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第３２群：人工内耳３（１０：０６～１０：５４） 座長 小宗静男

１３７． コントゥアインプラント CI24R（CS）の T，Cレベルについての検討

……藤坂実千郎，武田精一，十二町真樹子，高倉大匡，渡辺行雄，麻生 伸…５３５⑧
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T―Mic�（Auria�BTE）の有用性 …………………………熊谷文愛，射場 恵，

熊川孝三，鈴木久美子，武田英彦…５３７⑧

１３９． 小児における箱形スピーチプロセッサスプリントと耳掛け形スピーチプロセッサ

3Ｇの聴取成績についての検討 ………………川端 文，新谷朋子，和野美鈴，

金泉悦子，氷見徹夫，井脇貴子…５３９⑧

１４０． 幼少児症例の人工内耳装用閾値………………浅見勝巳，稲垣祥子，加藤智浩，

加藤敏江，中山博之，江崎友子，柴田康子，服部 琢…５４１⑧

第３３群：人工内耳４（１０：５４～１１：４２） 座長 高橋晴雄

１４１． 人工内耳症例の聴取能と QOLについての検討 …………鶴岡弘美，臼井智子，

増田佐和子，坂井田 寛，竹内万彦，間島雄一，服部 琢…５４３⑧

１４２． 小児人工内耳症例における術後５年以降の状況

……………西山信宏，河野 淳，萩原 晃，小野智子，片岡智子，鈴木 衞…５４５⑧

１４３． 人工内耳装用者の客観的評価と主観的評価………………堀切一葉，賀数康弘，

野口敦子，松本 希，�岩一貴，君付 隆，小宗静男…５４７⑧

１４４． 人工内耳装用者における感度と聞き取りとの関係

…………………………賀数康弘，野口敦子，堀切一葉，君付 隆，小宗静男…５４９⑧

第３４群：人工内耳５（１１：４２～１２：３０） 座長 加我君孝

１４５． 乳児期に失聴した幼児の人工内耳装用前後の手指法を用いた言語指導経過

……………………………………………………吉田有子，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…５５１⑪

１４６． 人工内耳適応児への手指法導入に対する保護者の意見………………田中美郷，

芦野聡子，小山由美，吉田有子，針谷しげ子，熊川孝三，浅野公子…５５３⑪
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１４８． 人工内耳装用児の発話明瞭度の検討………福田章一郎，問田直美，片岡祐子，

前田幸英，福島邦博，西崎和則…５５７⑪

第３５群：人工内耳６（１４：５０～１５：５０） 座長 植田広海

１４９． 重複障害を合併した人工内耳装用児の術後経過…………石丸 満，三浦 誠，

山口 忍，平海晴一，岩井詔子，坂本達則，金丸眞一，伊藤壽一…５５９⑧

１５０． ２、３歳代に人工内耳装用を開始した聴覚障害児５例の経過……井之川真紀，
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能登谷晶子，橋本かほる，伴 亜希子，伊藤真人，古川 仭…５６１⑪

１５１． 乳児期からの早期療育を受けた人工内耳装用児の療育成果…………内山 勉，

伊集院亮子，黒木倫子，田中陽子，徳光裕子，新正由紀子，加我君孝…５６３⑪

１５２． ２歳以下で人工内耳を装用した幼児と補聴器を生後３ヶ月で装用した児の

言語発育における共通点と相違点―行動学的変化を中心にして―

………………………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，河野 淳，北野博也，榎本雅夫…５６５⑧

１５３． 聴覚障害発見の遅れた人工内耳装用児１例の言語発達と関連諸要因の検討

…………………………林 真子，瀧本 勲，棚橋汀路，中山裕子，植田広海，

宮田晶子，荒尾はるみ，立石志保子，黒田生子…５６７⑧

第３６群：人工中耳・人工内耳（１５：５０～１６：３８） 座長 東野哲也

１５４． Vibrant Soundbridge�人工中耳と補聴機器の両耳装用者の聴取能について

―Japanese Hearing in Noise Testを使用して―

………………………井脇貴子，佐々木 知，大崎康宏，近藤千雅，久保 武…５６９⑧

１５５． 低年齢で Nucleus Freedom人工内耳システムの両耳装用を開始した一症例

………………………………………真鍋朋子，内藤 泰，藤原敬三，篠原尚吾，

菊地正弘，堀 真也，諸頭三郎…５７１⑧

１５６． 人工内耳埋込の残存聴力に対する影響について―小児から成人までの検討―

……………………………………伊藤 健，赤松裕介，尾形エリカ，山岨達也…５７３⑧

１５７． 当科におけるMED―EL社製人工内耳装用者の経過

………………………………………片岡智子，河野 淳，田村直子，小野智子，

萩原 晃，西山信宏，古瀬寛子，山田哲也，鈴木 衞…５７５⑧

第 ２ 日 １０月５日（金） ＜Ｃ 会 場＞

第３７群：難聴児教育（８：３０～９：１８） 座長 大沼直紀

１５８． 聴覚障害児の音韻意識に影響する要因………長南浩人，齋藤佐和，大沼直紀…５７７⑪

１５９． 聴覚障害児の読解力と関連要因に関する検討……………小渕千絵，廣田栄子…５７９⑪

１６０． 聴覚障害児における物語産生能力の評価法の検討

……………………………………………………廣田栄子，小渕千絵，木暮由季…５８１⑪

１６１． 小学校における難聴児の在籍状況

………………………………………牛迫泰明，松浦宏司，下薗政巳，東野哲也…５８３⑪

第３８群：聴覚検査２（９：１８～１０：０６） 座長 森 浩一

１６２． 母音の視聴覚提示時の脳磁界反応

………尾形エリカ，狩野章太郎，赤松裕介，伊藤 健，山岨達也，加我君孝…５８５④

１６３． 振幅変調によるマスキング解除の加齢変化～脳磁場計測による測定～

………………………………………平海晴一，森田武志，内藤 泰，伊藤壽一…５８７④

１６４． 感音難聴者の両耳音程感の異常（第２報）

……………………………………越智 篤，狩野章太郎，伊藤 健，山岨達也…５８９③
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１６５． 劣化語音を利用した音環境評価の試み―仮想空間における検討―

……………………………………………………長谷芳樹，阪口剛史，細井裕司…５９１⑭

第３９群：聴覚検査３（１０：０６～１０：４２） 座長 丹羽英人

１６６． FW03を用いた最重度難聴者の聴取評価

………………………………………阪口剛史，山下哲範，西村忠己，細井裕司…５９３③

１６７． 若年者と高齢者の聴覚音源定位能力の簡易比較…………閻 天翼，呉 景龍…５９５②

１６８． ABCI法による純音聴力検査の図解マスキング法

―悪聴気導聴力レベルの陰影聴取の検定法の１：マスキング無しの

良聴気導聴力レベルと良聴骨導聴力レベルに差がない場合―………磯貝 豊…５９７③

第４０群：聴性定常反応（１０：４２～１１：４２） 座長 青柳 優

１６９． 聴性定常反応の気導検査・骨導検査の反応閾値と聴力レベルについて

……………阿部靖弘，渡辺知緒，伊藤 吏，千葉寛之，鈴木 豊，青柳 優…５９９④

１７０． ASSRの反応閾値と聴覚心理学的検査の検討

………………………………………千葉寛之，渡辺知緒，阿部靖弘，青柳 優…６０１③

１７１． ASSR波形解析に最適なWavelet関数の選択について

………………………………………井川信子，鈴木 豊，青柳 優，谷萩隆嗣…６０３④

１７２． 伝音難聴治療前後での気導／骨導 ASSR閾値の検討

………工 穣，茂木英明，林 景子，鬼頭良輔，宮川麻衣子，宇佐美真一…６０５④

１７３． ASSRにて聴力評価をおこなった乳児の聴力経過

……………………………………………………阪本浩一，大津雅秀，柴切圭子…６０７④

第４１群：症例１（１１：４２～１２：３０） 座長 山下裕司

１７４． 労災障害補償における誇大難聴症例の検討

……………佐藤 斎，藤崎俊之，和田匡史，窪田 和，泉 修司，�橋 姿…６０９⑤

１７５． 変動する難聴をきたした低髄圧症候群の２例……………瀧 正勝，任 書晃，

長谷川建央，坂口博史，山本 聡，兵庫美砂子，鈴木敏弘，久 育男…６１１⑬

１７６． 当科におけるステロイド鼓室内注入療法…平井良治，鴫原俊太郎，野村泰之，

斉藤雄一郎，浅川剛志，野口雄五，増田 毅，亀井知春，池田 稔…６１３⑬

１７７． 診断に長期間を要した Cogan症候群の一例

…………………………………………………我那覇 章，鈴木幹男，東野哲也…６１５⑬

第４２群：症例２（１４：５０～１５：５０） 座長 森 望

１７８． 頸動脈狭窄病変を認めた慢性耳鳴症患者１０例の検討

………………………………………中川雅文，三原芳絵，幸松玲未，峯川 明…６１７⑥

１７９． 画像検査が有用であった難聴とめまいの一症例

………………………………………鈴鹿有子，下出祐造，山本純平，友田幸一…６１９⑬

１８０． 両側前庭機能低下症例における聴力の長期経過

…………………………橋本 誠，菅原一真，御厨剛史，廣瀬敬信，山下裕司…６２１⑤
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１８１． 聴力改善を認めた「剣道難聴」の３症例

…………………………加藤榮司，外山勝浩，松田圭二，下薗政巳，東野哲也…６２３⑤

１８２． 当センターにおける脳性麻痺児の聴覚障害

………………………………………北川可恵，大國 毅，新谷朋子，氷見徹夫…６２５⑪

ページの末尾の①～⑭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５２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。

１０月４日（木）１４：３０～１５：００ 〈Ａ会場〉

臨床セミナー１：高齢者の聴力に個人差が大きいのは何故か

―全身の老化との関係において―

司会：立木 孝（岩手医科大学名誉教授）

演者：下方浩史（国立長寿医療センター疫学研究部長）

１０月５日（金）１３：４０～１４：４０ 〈Ａ会場〉

臨床セミナー２：補聴器適合の評価法

司会：小寺一興（帝京大学）

演者：岡本牧人（北里大学）、杉内智子（関東労災病院）

１０月４日（木）１２：４０～１３：３０ 〈Ａ会場〉

ランチョンセミナー１：急性感音難聴治療薬の薬理

―ATP受容体とステロイド受容体―

司会：神崎 仁（慶應大学名誉教授）

演者：井上和秀（九州大学大学院・薬学研究院教授）

１０月５日（金）１２：４０～１３：３０ 〈Ａ会場〉

ランチョンセミナー２：難聴症例における画像診断

司会：小林俊光（東北大学）

演者：長縄慎二（名古屋大学放射線科教授）


