施設病院とリハビリ施設
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■ 地域別病院一覧

－ 2021/0８/01 現在 106 個所 －

・手術後のリハビリなどの通院を考え、居住地に近い病院を選択するのもいいかと思いますが、病
院によっては手術からリハビリまで一貫して行っている所や、手術のみでリハビリは他の施設で
という所もあります。詳しくは病院にお尋ねください。
■北海道地区（5）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

旭川医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

0166-65-2111

〒078-8510 北海道旭川市緑が丘東 2 条 1-1-1

0166-68-2559

社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院

011-731-4133

〒007-0840 北海道札幌市東区北 40 条東 1-1-7

011-731-4986

札幌医科大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

011-611-2111

〒060-8543 北海道札幌市中央区南 1 条西 16-291

011-615-5405

札幌医科大学医学部附属病院 先端聴覚医療センター

011-688-9514

医療連携福祉センター

（予約）→

011-621-2233

北海道大学病院 耳鼻咽喉科

011-716-1161

〒060-8638 北海道札幌市北区北 14 条西 5

011-717-7566

■東北地区（8）
弘前大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

0172-33-5111

〒036-8563 青森県弘前市本町 53

（外来）→

0172-39-5277

岩手医科大学附属病院 耳鼻咽喉科

019-651-5111

〒020-8505 岩手県盛岡市内丸 19-1

019-623-2156

東北大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

022-717-7000

〒980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1

022-717-7307

独立行政法人労働者健康安全機構 東北ろうさい病院

022-275-1111

〒981-8563 宮城県仙台市青葉区台原 4-3-21

022-275-4431

秋田大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

018-834-1111

〒010-8543 秋田県秋田市広面字蓮沼 44-2

018-836-2638

山形大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

023-633-1122

〒990-9585 山形県山形市飯田西 2-2-2

023-628-5382

公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

024-547-1111

〒960-1295 福島県福島市光が丘 1

024-547-1231

（外来）→

福島県立医科大学会津医療センター 耳鼻咽喉科

0242-75-2100

〒969-3492 福島県会津若松市河東町矢沢字前田 21-2

0242-75-3407

■関東地区（28）

筑波大学附属病院 耳鼻咽喉科

029-853-3900

〒305-8576 茨城県つくば市天久保 2-1-1
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■関東地区（28）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

学校法人東京医科大学 茨城医療センター 耳鼻咽喉科

029-887-1161

〒300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央 3-20-1

029-887-6266

守谷慶友病院（医療法人慶友会）耳鼻咽喉科

0297-45-3311

〒302-0118 茨城県守谷市立沢 980－1
済生会 宇都宮病院 耳鼻咽喉科

028-626-5500

〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町 911-1

028-626-5594

自治医科大学附属病院 耳鼻咽喉科

0285-44-2111

〒329-0498 栃木県下野市薬師寺 3311-1

（医局）→

0285-58-7381

（併設）自治医科大学 とちぎ子ども医療センター

（FAX）→

0285-44-5547

群馬大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

027-220-7111

〒371-8511 群馬県前橋市昭和町 3-39-15
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院

（外来）→

耳鼻咽喉科

027-220-8369
048-773-1111

〒362-8588 埼玉県上尾市柏座 1-10-10

048-772-7122

獨協医科大学埼玉医療センター 耳鼻咽喉科

048-965-1111

〒343-8555 埼玉県越谷市南越谷 2-1-50

048-967-4666

自治医科大学付属さいたま医療センター 耳鼻咽喉科

048-647-2111

〒330-8503 埼玉県 さいたま市大宮区 天沼町１−847

048-644-8617

埼玉医科大学病院 耳鼻咽喉科

049-276-1111

〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８

049-276-1296

東邦大学医療センター佐倉病院 耳鼻咽喉科

043-462-8811

〒285-8741 千葉県佐倉市下志津 564-1

043-462-8820

独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 耳鼻咽喉科

03-3411-0111

〒152-8902 東京都目黒区東が丘 2-5-1

03-6859-4895

（予約センター）→

慶応義塾大学病院 耳鼻咽喉科

03-3353-1211

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35

03-5379-0335

帝京大学医学部附属病院

03-3964-1211

耳鼻咽喉科・聴覚言語センター

〒173-8606 東京都板橋区加賀 2-11-1

03-3964-0659

東京医科歯科大学医学部附属病院

03-3813-6111

耳鼻咽喉科

〒113-8519 東京都文京区湯島 1-5-45

03-5809-0110

東京医科大学病院

03-3342-6111

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-7-1
東京医科大学病院 聴覚・人工内耳センター

（FAX）→

03-5339-3797

東京大学医学部附属病院

03-3815-5411

〒113-8655 東京都文京区本郷 7-3-1

03-3814-9486

耳鼻咽喉科 人工内耳・人工聴覚器センター

（外来）→

03-5800-8630

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

03-3588-1111

〒105-8470 東京都港区虎ノ門 2-2-2

03-3560-7787

聴覚センター
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■関東地区（28）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

特定機能病院 日本大学医学部附属板橋病院

03-3972-8111

〒173-0032 東京都板橋区大谷口上町３０-１

03-3972-1321

国際医療福祉大学三田病院 耳鼻咽喉科

03-3451-8121

〒108-8329 東京都港区三田１-４-３

03-3454-0067

聴覚・人工内耳センター
順天堂大学医学部附属 順天堂医院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

03-3813-3111

〒113-8431 東京都文京区本郷 3-1-3

03-3812-7560

医療法人財団 神尾記念病院 耳鼻咽喉科

03-3253-3351

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-25

03-3253-3358

独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 044-411-3131
〒211-8510 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1-1（外来予約）→

044-435-5041

北里大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

042-778-8111

〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里 1-15-1

042-778-9371

聖マリアンナ医科大学病院 耳鼻咽喉科

044-977-8111

〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1

044-976-8748

医療法人社団康心会 茅ヶ崎中央病院 耳鼻咽喉科

0467-86-6530

〒253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 2-2-3

0467-87-5119

横浜市立大学附属市民総合医療センター

045-261-5656

〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町 4-57

045-231-1846

横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

045-787-2800

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9

045-783-2580

■甲信越地区（3）

山梨大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

055-273-1111

〒409-3898 山梨県中央市下河東 1110

055-273-9670

信州大学医学部付属病院

0263-35-4600

〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1

0263-3６-9164

信州大学医学部耳鼻咽喉科学教室

（外来）→

新潟大学医歯学総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
〒951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通一番町 754

0263-37-2791
025-223-6161

（外来）→ 025-227-2623

■北陸地区（4）

富山大学附属病院 耳鼻咽喉科

076-434-2281

〒930-0194 富山県富山市杉谷 2630

076-434-5038

金沢医科大学病院 耳鼻咽喉科

076-286-3511

〒920-0293 石川県河北郡内灘町字大学 1-1

076-286-5566

金沢大学附属病院

076-265-2000

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒920-8641 石川県金沢市宝町 13-1
福井大学医学部附属病院

（外来）→ 076-265-2000

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3
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■東海地区（8）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

岐阜大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

058-230-6000

〒501-1194 岐阜県岐阜市柳戸 1-1

058-230-6280

地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院

054-247-6111

〒420-8527 静岡県静岡市葵区北安東 4-27-1

054-247-6140

きこえとことばのセンター （静岡県乳幼児聴覚支援センター）

054-247-6171

浜松医科大学附属病院 耳鼻咽喉科

053-435-2111

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山 1-20-1

（外来)）→

あいち小児保健医療総合センター 耳鼻いんこう科
〒474-8710 愛知県大府市森岡町尾坂田 1-2

053-435-2605
0562-43-0500

（予約）→

0562-43-0513

名古屋市立大学病院 耳鼻いんこう科

052-851-5511

〒467-8602 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1

052-851-4801

日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 耳鼻咽喉科

052-481-5111

〒453-8511 愛知県名古屋市中村区道下町 3-35

052-482-7733

名古屋大学医学部附属病院 耳鼻いんこう科

052-744-2111

〒466-8560 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65

052-744-2325

三重大学医学部附属病院

059-232-1111

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒514-8507 三重県津市江戸橋 2-174

（予約）→ 059-231-5541

■近畿地区（22）
日本赤十字社 大津赤十字病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

077-522-4131

〒520-8511 滋賀県大津市長等 1-1-35

077-525-8018

滋賀医科大学医学部附属病院

077-548-2573

耳鼻咽喉科

〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町

（医局）→ 077-548-2783

滋賀県立総合病院 耳鼻いんこう科

077-582-5031

〒524-8524 滋賀県守山市守山 5-4-30

077-582-9712

京都大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

075-751-3111

〒606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町 54

075-751-7225

人工内耳センター

（医局）→

075-751-3346

京都逓信病院 耳鼻咽喉科

075-241-7170

〒604-8798 京都府京都市中京区六角通新町西入西六角町 109

075-252-2542

京都府立医科大学付属病院 耳鼻咽喉科

075-251-5030

〒602-8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町 465

075-251-5604

大阪市立総合医療センター

06-6929-1221

耳鼻咽喉科

〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通 2-13-22

06-6929-1090

大阪市立大学医学部附属病院 耳鼻いんこう科

06-6645-2121

〒545-8586 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1-5-7

06-6646-0515

大阪大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

06-6879-5111

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-15

06-6879-3959
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■近畿地区（22）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院

072-252-3561

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

072-255-3349

〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町 1179-3
公益財団法人 田附興風会医学研究所 北野病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 06-6312-1221
〒530-8480 大阪府大阪市北区扇町 2-4-20

06-6361-0588

関西医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

072-804-0101

〒573-1191 大阪府枚方市新町２-３-１

072-804-0131

近畿大学病院 耳鼻咽喉科

072-366-0221

〒589-0014 大阪府大阪狭山市大野東 377−2

072-365-7161

地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 耳鼻咽喉科

072-469-3111

〒598-8577 大阪府泉佐野市りんくう往来北２−23

072-469-7929

大阪医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

072-683-1221

〒569-8686 大阪府高槻市大学町２−７

072-684-6539

大阪警察病院 耳鼻咽喉科

06-6771-6051

〒543-0035 大阪府大阪市天王寺区北山町 10−31

06-6775-2838

顔面神経・難聴センター
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター耳鼻咽喉科

0725-56-1220

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町 840

0725-56-5682

兵庫県立尼崎総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

06-6480-7000

〒660-8550 兵庫県尼崎市東難波町 2-17-77
地域医療連携センター

（予約）→

06-6480-7721

地方独立行政法人 神戸市病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院

078-302-4321

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 2-1-1

078-302-7537

兵庫医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

0798-45-6111

〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町 1-1

（予約）→ 0798-45 -6260

奈良県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

0744-22-3051

〒634-8522 奈良県橿原市四条町 840

0744-24-6844

日本赤十字社 和歌山医療センター

耳鼻咽喉科

073-422-4171

〒640-8558 和歌山県和歌山市小松原通 4-20

073-426-1168

■中国地区（7）

鳥取大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
〒683-8504 鳥取県米子市西町 36-1

0859-33-1111
医局→

0859-38-6627

岡山大学病院 耳鼻咽喉科

086-235-7307

〒700-8558 岡山県岡山市鹿田町 2-5-1

086-235-7308

川崎医科大学附属病院 耳鼻咽喉科

086-462-1111

〒701-0192 岡山県倉敷市松島 577

086-462-1199

県立広島病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

082-254-1818

〒734-8530 広島県広島市南区宇品神田 1-5-54

082-253-8274
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■中国地区（７）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院

082-221-2291

〒730-8518 広島市中区基町 7-33

082-223-5514

広島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

082-257-5555

〒734-8551 広島県広島市南区霞 1-2-3

082-257-5254

山口大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

0836-22-2111

〒755-8505 山口県宇部市南小串 1-1-1

0836-22-2280

■四国地区（４）

地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院

082-221-2291

〒730-8518 広島市中区基町 7-33

082-223-5514

広島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

082-257-5555

〒734-8551 広島県広島市南区霞 1-2-3

082-257-5254

山口大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

0836-22-2111

〒755-8505 山口県宇部市南小串 1-1-1

0836-22-2280

徳島大学病院

088-631-3111

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒770-8503 徳島県徳島市蔵本 2-50-1

088-633-7009

香川大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

087-898-5111

〒761-0793 香川県木田郡三木町大字池戸 1750-1

087-891-2215

愛媛大学医学部附属病院

089-964-5111

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒791-0295 愛媛県東温市志津川 454

089-960-5368

高知大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

088-866-5811

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 185-1

088-880-2395

■九州地区（13）

九州大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

092-642-5668

〒812-8582 福岡県福岡市東区馬出 3-1-1

092-642-5685

久留米大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

（予約）→ 0942-31-7622

〒830-0011 福岡県久留米市旭町 67

0942-31-7531

福岡大学医学部耳鼻咽喉科

092-801-1011

〒814-0180 福岡県福岡市城南区七隈 7-45-1

092-863-3387

産業医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

093-603-1611

〒807-8556 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘 1-1
地方独立行政法人 福岡市立病院機構 福岡市立こども病院

092-682-7000

〒813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉 5-1-1

092-682-7300

長崎大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

095-819-7200

〒852-8501 長崎県長崎市坂本 1-7-1

095-819-7535

熊本大学医学部附属病院

096-344-2111

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒860-8556 熊本県熊本市本荘 1-1-1

096-373-5256

独立行政法人 地域医療機能推進機構 熊本総合病院

0965-32-7111

〒866-8660 熊本県八代市通町 10-10

0965-32-7207

耳鼻咽喉科・頭頚部外科・中耳・内耳手術センター
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大分大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

097-586-5913

〒879-5593 大分県由布市挟間町医大ヶ丘 1-1

097-549-0762

宮崎大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

0985-85-1510

〒889-1692 宮崎県宮崎郡清武町大字木原 5200

（外来)）→

0985-85-9889

今給黎総合病院・昭和会クリニック

099-226-2211

〒892-8502 鹿児島県鹿児島市下竜尾町 4-16

099-222-7906

鹿児島市立病院 耳鼻咽喉科

099-230-7000

〒890-8760 鹿児島県鹿児島市上荒田町 37-1

099-230-7070

鹿児島大学病院 耳鼻咽喉科

099-275-5111

〒890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1

099-264-8296

■沖縄地区（1）

琉球大学医学部 耳鼻咽喉科

098-895-3331

〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町字上原 207

098-895-8091

■ 地域別リハビリ施設一覧

－2021/0８/01 現在 29 個所－

・リハビリは機器の調整から言語指導まで多岐ですから、内容は各施設にお尋ねください。特に
言葉を覚える前の失聴や先天性の場合、医療としてのリハビリのみでなく、以後の教育の事も
考えながら、施設や地域の学校などとも連携をとって進める事が大切の様です。また、施設に
よっては、マッピングの機器（人工内耳の調整機器）を持たずに、言語訓練主体でリハビリを
実施している所もあるようですから、各施設にご確認ください。
■東北地区（5）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

子ども発達支援センター オリブ園

018-828-7750

〒010-1638 秋田県秋田市新屋表町 8-5
みずかわ耳鼻咽喉科医院

0197-72-6760

〒02４-0071 岩手県北上市上江釣子 15 地割 213

0197-72-6763

仙台市北部発達相談支援センター アーチル

022-375-0110

〒９81-3133

022-375-0142

宮城県仙台市泉区泉中央 2-24-1

福島県総合療育センター 言語聴覚部門

024-951-0250

〒963-8041 福島県郡山市富田町上ノ台 4-1

024-951-0143

公益財団法人 星総合病院 耳鼻いんこう科

024-983-5511

〒963-8501 福島県郡山市向河原町 159-1

024-983-5588

■関東地区（7）

国際医療福祉大学クリニック 言語聴覚センター

0287-24-1133

〒324-0011 栃木県大田原市北金丸 2600-6

0287-24-1003

さいたま市立総合療育センター ひまわり学園

048-622-1211

〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋 6-1587

048-622-4359
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国立障害者リハビリテーションセンター病院 耳鼻咽喉科

042-995-3100

〒359-8555 埼玉県所沢市並木 4-1

042-995-3102

帝京大学ちば総合医療センター

0436-62-1211

〒299-0111 千葉県市原市姉崎 3426-3

0436-61-8474

富士見台聴こえとことばの教室

03-3998-4321

〒177-0034 東京都練馬区富士見台 2-34-4

03-3577-2838

学校法人敬心学園 臨床福祉専門学校併設 臨床敬心クリニック

03-6272-5561

〒135-0043 東京都江東区塩浜 2-22-10
学校法人 日本聾話学校 児童発達支援センター

042-735-2361

ライシャワ・クレーマ学園

042-734-8292

〒195-0063 東京都町田市野津田町並木 1942
■甲信越地区（１）

NPO 法人 信州きこえとことばのセンター やまびこ

026-283-3341

〒299-0111 千葉県市原市姉崎 3426-3

026-283-3341

■北陸地区（2）

あそうクリニック

076-423-5215

〒930-0975 富山県富山市西長江 1-1-11

076-425-2839

高志リハビリテーション病院

076-438-2233

〒930-0194 富山県富山市下飯野 36

076-437-5390

■東海地区（4）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

難聴幼児通園施設みやこ園

058-252-0460

〒500-8309 岐阜県岐阜市都通 2-23 福祉健康センター３階

058-252-0465

関谷耳鼻咽喉科

052-951-7799

〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町 1-3 日丸名古屋ビル 9 階

052-892-8730

独立行政法人国立病院機構 三重病院

059-232-2531

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒514-0125 三重県津市大里窪田町 357

059-232-5994

沼津市立病院 耳鼻いんこう科

055-924-5100

〒410-0302 静岡県沼津市東椎路春ノ木 550

055-924-5133

■近畿地区（1）

滋賀県立小児保健医療センター 耳鼻咽喉科

077-582-6200

〒524-0022 滋賀県守山市守山 5-7-30

077-582-6222

■中国地区（5）

岡山かなりや学園

086-241-1415

〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松 321-102

086-241-3017

川崎医療福祉大学付属病院

086-462-1111

〒701-0193 岡山県倉敷市松島 288

086-462-1199

「ゼノ」こばと園

0849-87-3386

〒720-0311 広島県福山市沼隈町大字草深 1852-1

0849-87-3457

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団 広島市こども療育センター

082-263-0683

〒732-0052 広島県広島市東区光町 2-15-55

082-261-0545
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社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園 鼓ヶ浦こども医療福祉センター

0834-29-1430

〒745-0801 山口県周南市久米 752-4

0834-29-5015

■四国地区（1）

医療法人 聖光会 鷹の子病院

089-993-5489

愛媛人工内耳リハビリテーションセンター
〒790-0925

089-993-5489

愛媛県松山市鷹子町 523 番地 1

■九州地区（2）

神田 ENT 医院 長崎ベルヒアリングセンター

095-841-7038

〒852-8023 長崎県長崎市若草町 4-25

095-841-7041

九州保健福祉大学

0982-23-5694

〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町 1714-1

0982-23-5695

■沖縄地区（1）

宇良耳鼻咽喉科クリニック

098-871-4276

〒902-0061 沖縄県那覇市古島 2-6-5

098-886-0411

人工内耳に関する 本と資料等のご紹介
●「人工内耳装用者の実態調査Ⅳと最新！Q&A」

2014.11発行

2011年の「実態調査」報告と2008年から2013年までの「Q＆A」再編集の二部構成。
人工内耳友の会[ACITA]編、A4-64頁 税送料込み500円

●がんばれ！いんぷらきっず
難聴児を持った家族ならではの「諸事情への対処法」がぎっしり。我が子に人工内耳を、とお考
えの親御さんには「道しるべ」。
人工内耳友の会-東海-編/[ACITA]発行、Ｂ5-91頁 送料共500円

●がんばれ！いんぷらきっず ２

2007.8発行

全42編中、前回投稿出来なかった方の今までの記録や、お子さんご本人の思いや、2006年ま
でに手術した最近の幼児の新に27編の体験談
人工内耳友の会-東海-編/[ACITA]発行、Ｂ5-121頁 税送料込み500円

●めざせ！未来の星

1999.11発行

パソコン通信[ACITA]メーリングリストの、子供達に関する部分の合本。親御さんの人工内耳
の効果や選択するまでの紆余曲折などが述べられている。
人工内耳友の会-東海-編/[ACITA]発行、Ｂ5-146頁 送料共500円

●おいで、音の世界へ
知茶子シュタイガー著

2006.12発行
聴覚障害の赤ちゃんをおもちの聴者のパパとママへ

聴覚障害児のご両親だけでなく、補聴器や人工内耳に関わる人、療育者、医療関係全ての人に「聴
覚障害がありながら音声言語を楽しむ意味」を知るためにお勧めしたい本
人工内耳友の会-東海-編/[ACITA]発行、B5-70頁 税送料込み500円
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●工夫展示室

2001.09発行

工夫展示室は装用者の自助努力の足跡。[ACITA]の会報等から工夫に関するものを主に収録し
分類。より良い聞こえを得る為の参考書。[ACITA]編、B5-84頁 税送料込み500円

●[ACITA]創立10周年記念誌

1998.06発行

治験をした5病院、導入期から係わった医師、ST、教育研究者等の、日本の人工内耳に関する
10年の変遷と、[ACITA]の10年の歩み。
人工内耳友の会[ACITA]編、B5-140頁 税送料込み1,000円

●[ACITA]創立20周年記念誌

1998.06発行

2008年創立20周年記念大会の記念誌として発行。人工内耳Q&A（2002年度～2007年度）
の掲載、人工内耳情報の会報に掲載したものを抜粋し特別編集。
人工内耳友の会[ACITA]編、B5-140頁 税送料込み500円

●[ACITA]創立25周年記念誌

2013.05発行

2013年創立25周年大会の記念誌として発行。
人工内耳友の会ACITA編、A4-36頁 税送料込み300円

●ACITA創立30周年記念誌

2018.06発行

ACITAにかかわっていただいている方々からの創立30周年への祝辞とメッセージ、2014年から
2017年までの「Q＆A」再編集し、会報でたどるACITAの歩みを編集。
人工内耳友の会ACITA編、A4-64頁 税送料込み500円

●ACITAスマイル君バッジ
一個 600円 税送料込

●ACITA会報バックナンバー
（Ａ4版 税送料込み各号500円）
№120（2018/02）～最新号まで
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