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日本における現状
■ 認可は？
■日本では 3 社が認可されています
・東京医科大学の舩坂宗太郎教授（当時）が、1985 年に最初の埋め込み手術を行って、日本でも
人工内耳の装用が

ートしました。

・2019 年 3 月現在、日本で認可された人工内耳は、コクレア社（オー
ト・バイオニク

社（米国）製、メドエル社（オー

トラリア）製、アドバン

トリア）製のものです。

・メーカー各社の製品に装用感などの特長はあっても、聞こえの程度、手術費用、入院期間などは、
どの社のものを選択しても、
「ほぼ同じ」と考えていい様です。
・コクレア社製の日本を含む諸外国での装用者数は約 55 万人（2018 年 8 月末現在）です。健
康保険は 1994 年 4 月に適用されました。
・アドバン

ト・バイオニク

社製の日本を含む諸外国での装用者数は約 20 万人以上（2019 年

3 月現在）で、国内の装用者数や小児と成人の比率などは公表されておりません。必要な方は直
接お尋ねください。健康保険は 2000 年 4 月に適用されました。
・メドエル社製の日本国内での装用者の比率は、小児 40％成人 60％です。諸外国での小児と成
人の比率や、日本を含む諸外国の装用者数は公表されておりません。必要な方は直接お尋ねくだ
さい。健康保険は 2006 年 9 月に適用されました。

■ 日本における人工内耳メーカーの歩み
■コクレア社
・1985 年

日本国内で最初の埋め込み手術

・1991 年

N22 ミニ

・1994 年

N22 健康保険適用

・1995 年

N22

ペクトラ承認 健康保険適用 販売開始

・1999 年

N24

プリント及びエ プリ承認

・2001 年

N22 エ

プリ 22 承認 健康保険適用 販売開始

・2003 年

N24 エ

プリ 3G 承認 健康保険適用 販売開始

・2004 年

N22 用エ プリ 3G 承認

・2007 年

N24 フリー ム承認 健康保険適用 販売開始

・2008 年

N22 用フリー

・2011 年

N24 ニュークレア

5 承認 健康保険適用 販売開始

・2014 年

N24 ニュークレア

6 承認 健康保険適用 販売開始

・2017 年

KANSO サウンドプロ ッサ承認 健康保険適用 販売開始

・2019 年

Nucleus 7 サウンドプロ ッサ承認

■アドバン

テム承認、輸入・販売の許可を取得

ト・バイオニク

健康保険適用

健康保険適用

販売開始

販売開始

ム承認 健康保険適用 販売開始

健康保険適用

社

・1996 年

日本国内でクラリオンの 1 人目の方に埋め込み手術

・1999 年

クラリオン

リー

薬事承認取得
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・2000 年

クラリオン

リー

健康保険適用、販売開始

・2008 年

ハイレ

・2009 年

補聴器メーカー・フォナック社と同じ

・2012 年

ハイレ オーリアサウンドプロ ッサ(ハーモニー) 健康保険適用、販売開始

・2014 年

ハイレ オーリアサウンドプロ ッサ（ネプ

・2017 年

ナイー

CI（フォナック社との共同開発品）健康保険適用、販売開始

・2019 年

ハイレ

ウルトラ健康保険適用、販売開始

バイオニックイヤー

テム 健康保険適用、販売開始
ノヴァグループの一員となる
ューン）健康保険適用、販売開始

■メドエル社
・2001 年

メドエル ャパン(株)を設立

・2002 年

日本国内でメドエル社製の 1 人目の方に埋め込み手術

・2006 年

コンビ 40＋人工内耳

テム 健康保険適用、販売開始

・2009 年

MAESTRO 人工内耳

テム 健康保険適用、販売開始

・2012 年

メドエル人工内耳 CONCERTO

・2013 年

コイル一体型オーディオプロ ッサ RONDO 健康保険適用、販売開始

・2014 年

メドエル人工内耳 EAS 健康保険適用、販売開始

・2015 年

メドエルオーディオプロ ッサ SONNET 健康保険適用

・2016 年

メドエルオーディオプロ ッサ SONNET 販売開始

健康保険適用、販売開始

メドエル人工中耳 VSB 健康保険適用
・2017 年

メドエル人工中耳 VSB 販売開始
メドエル人工内耳 SYNCHRONY 健康保険適用 販売開始

■ 装用者数の推移
・図 01 のグラフは、1985 年～2008
年の年度毎の装用者数です。小児への
適用開始は 1991 年からですが、
2001 年度から 40％を越して「比率
の上昇」が目立ちます。
・2008 年以降は装用者数を公表しない
メーカーもありグラフ化ができません。
（図 01）

■「賛否」両論があります
■親権を発揮して！
・聴覚に障害を持つ人や関係者の中にも、聞こえなくなった時期や環境などにより「自分で意思決
定のできない幼児に、親の考えで人工内耳を埋め込んでしまうのは、子供の人権侵害ではありま
せんか…」などと言う意見もあります。しかし、子供が成長して「私に、どうして人工内耳を埋
め込んでくれなかったの…」と問われた時に何と答えよう…。
・親が子供に最良のものをと願うのは、極々自然な事ですから、言葉を覚えられる年齢的な制限な
ども考慮しながら、子供に人工内耳が最適との判断なら、ここでは大いに「親権」を発揮して良
いのではないでしょうか。
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人工内耳による聞こえの仕組み
■ 人工内耳とは
人工内耳は、障害がある内耳に代わって、音を電気信号に変え、聴神経に伝える医療機器です。
音を大きくする補聴器とは異なり、内耳（蝸牛）の損傷を受けた部分に代わって、脳に音の信号を
送る働きをします。補聴器は主に外耳や中耳に原因がある伝音性難聴に効果があり、内耳が原因で
補聴器では効果が少ない高度感音性難聴には人工内耳が有効です。また、人工内耳では補聴器と違
って、手術が必要です。

■ 人工内耳で音として感ずるまで
■人工内耳の聴こえのしくみ
① 体外装置であるサウンドプロ ッサのマイクロホン
が音を拾い、拾った音をデ
② デ

ル信号に変換します。

ル信号は、送信コイルを通じて皮膚の下にある

インプラントに送られます。
③ インプラントは、受信したデ

ル信号を電気信号に

変換し、蝸牛に挿入されている電極に送ります。
④ インプラントの電極が蝸牛の聴神経を刺激し、この刺
激が脳に送られて、音として認識されます。

■ 人工内耳は体外部と体内部で構成
■人工内耳の構成
人工内耳は体内に埋め込むインプラントと体外装置であるサウンドプロ
す。サウンドプロ

ッサから構成されま

ッサは、送信コイルと本体からなる耳掛け型とコイル一体型があり、頭皮を

隔てて磁力でインプラントに貼りつきます。サウンドプロ
電池は補聴器と同様にサウンドプロ

ッサは、洗髪時には取り外せます。

ッサ内に入れて交換します
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日本の適応基準
■人工内耳の適応
・人工内耳の適応を簡単に言えば、補聴器の装用効果がほとんど認められない方です。
・身体障害者の手帳をお持ちの場合、聴覚障害の 2～4 級の方が相当します。
・残存聴力活用型人工内耳の適応も基本的には同様ですが、500Hz 未満の周波数においてある
程度の聴力が保たれている方が対象となります。
・人工内耳手術の適応基準の詳細は、1998 年 4 月に日本耳鼻咽喉科学会から示されています。
・成人に対する適応基準では、70 デ ベル（dB）以上の高度難聴で、補聴器装用効果が乏しい
ものとされています。（詳細は病院にお尋ねください）
・残存聴力活用型人工内耳の適応は 2014 年にガイドラインが発表されおり、500Hz までが
65dB 以下、2000Hz が 80dB 以上、4000Hz 以降が 85dB 以上かつ、補聴器装用下での
静寂下語音聴取能が 60％未満の方が対象となります。全身麻酔の手術が可能であれば特に年齢
の上限はありません。ただし、本人の術後のリハビリテー ョンに対する意欲が大事です。
・人工内耳手術はあくまでも聴覚獲得の

ート地点に過ぎません。術後のリハビリテー ョン

を長く継続することで次第に言葉が理解できるようになることが期待できます。
・小児に対する適応基準は、2014 年 2 月に見直しがなされました。適応年齢は原則 1 歳以上と
なります。聴力検査では原則平均聴力レベルが 90dB 以上の重度難聴があることが条件となり
ます。ただし、補聴器装用を試みても補聴レベルが 45dB 以上となる場合、補聴器を装用して
の最高語音明瞭度が 50％未満である場合はその限りでなく適応となる場合があります。さら
に、教育上必要であれば両耳に人工内耳を装用することも認められました。
・残存聴力活用型人工内耳の適応は成人と同様ですが、年齢的に語音聴取検査ができない場合な
どは、複数の検査で低い周波数の聴力が残っていることを確認できれば適応となります。さら
に、高周波数の難聴により子音の構音獲得に困難が予想される場合にも適応とされています。
・人工内耳手術を行うに当り、小児では特に手術前後の複数の専門機関での一貫した支援体制が
整っていることも大切です。手術・術後のケアを行う医療機関、日常生活での人工内耳を用い
た聴覚活用を指導してくれる療育機関『特別支援学校（聴覚障害：ろう学校）、児童発達支援
ン

ー（難聴幼児通園施設）、リハビリ医療機関など』、両親や家族の忍耐強い支援、この

3 本の柱が重要です。これらの連携体制がうまくいくことが、人工内耳を十分に活用できるよ
うになるためには大切な力になります。
・人工内耳の適応基準は、今後も変化していくと思われます。

■小児の難聴と人工内耳
新生児 1000 人に 1 人の割合で中等度以上の両側難聴児が生まれて来ますが、最近では新生児聴
覚

クリーニングで早期に発見される傾向にあります。 クリーニングテ トで要精密検査（リフ

ァー）とされた場合、「新生児聴覚

クリーニング後の精密聴力検査機関」での検査が必要になり

ます。精密検査の結果、補聴器装用が必要な高度難聴であることがわかった場合、なるべく早期に
補聴器装用を開始する必要があります。最適な補聴器装用を少なくとも 6 カ月以上継続しても、効
果が不十分で平均補聴レベルが話し声レベルを超えない場合（小児の場合、補聴レベルで 45dB 程
度以上が目安）は人工内耳の適応を検討する必要があると考えられます。近年、難聴の原因遺伝子
5
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が同定されるようになり、2012 年には代表的な難聴遺伝子の検査が保険で行うことが可能となり
ました。難聴遺伝子の中には、重度難聴となる確率が高いものや難聴の進行が予想されるものがあ
り、聴力レベルの早期診断に補助的な役割を果たすことが期待されています。

■小児の適応基準（2014）
本適応基準では、言語習得期前および言語習得期の聴覚障害児を対象とする。
I．人工内耳適応条件
小児の人工内耳では、手術前から術後の療育に至るまで、家族および医療施 設内外の専門職種と
の一貫した協力体制がとれていることを前提条件とする。
■医療機関における必要事項
A）乳幼児の聴覚障害について熟知し、その聴力検査、補聴器適合について熟練 していること。
B）地域における療育の状況、特にコミュニケー ョン指導法などについて把握 していること。
C）言語発達全般および難聴との鑑別に必要な他疾患に関する知識を有している こと。
■療育機関に関する必要事項
A）聴覚を主体として療育を行う機関との連携が確保されていること。
B）家族からの支援 幼児期からの人工内耳の装用には長期にわたる支援が必要であり、継続的な
家族の協力が見込まれること。
C）医学的条件を満たし、人工内耳実施の判断について当事者（家族お よび本人）
、医師、療育担
当者の意見が一致していること。
II．医学的条件
■手術年齢
A）適応年齢は原則 1 歳以上（体重 8kg 以上）とする。上記適応条件を満たした 上で、症例によ
って適切な手術時期を決定する。
B）言語習得期以後の失聴例では、補聴器の効果が十分でない高度難聴であることが確認された後
には、獲得した言語を保持し失わないために早期に人工内 耳を検討することが望ましい。
■聴力、補聴効果と療育
A）各種の聴力検査の上、以下のいずれかに該当する場合。 裸耳での聴力検査で平均聴力レベルが
90 dB 以上。 上記の条件が確認できない場合、6 カ月以上の最適な補聴器装用を行った上で、
装用下の平均聴力レベルが 45dB よりも改善しない場合。 上記の条件が確認できない場合、6
カ月以上の最適な補聴器装用を行った上で、 装用下の最高語音明瞭度が 50%未満の場合。
B）音声を用いてさまざまな学習を行う小児に対する補聴の基本は両耳聴であり、 両耳聴の実現の
ために人工内耳の両耳装用が有用な場合にはこれを否定し ない。
■例外的適応条件
A）手術年齢 髄膜炎後の蝸牛骨化の進行が想定される場合。
B）聴力、補聴効果と療育 既知の、高度難聴を来しうる難聴遺伝子変異を有しており、かつ ABR
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等の聴 性誘発反応および聴性行動反応検査にて音に対する反応が認められない場合。
低音部に残聴があるが 1kHz～2kHz 以上が聴取不能であるように子音の構音 獲得に困難が
予想される場合。
■禁忌
中耳炎などの感染症の活動期 慎重な適応判断が必要なもの
A）画像診断で蝸牛に人工内耳が挿入できる部位が確認できない場合。
B）反復性の急性中耳炎が存在する場合。
C）制御困難な髄液の噴出が見込まれる場合など、高度な内耳奇形を伴う場合。
D）重複障害および中枢性聴覚障害では慎重な判断が求められ、人工内耳による 聴覚補償が有効で
あるとする予測がなければならない。

■成人人工内耳適応基準（2017）
本適応基準は、成人例の難聴患者を対象とする。
下記適応条件を満たした上で、 本人の意思および家族の意向を確認して手術適応を決定する。
１．聴力および補聴器の装用効果 各種聴力検査の上、以下のいずれかに該当する場合。
①裸耳での聴力検査で平均聴力レベル（500Hz、1000Hz、2000Hz）が 90dB 以上の重度感音難聴。
②平均聴力レベルが 70dB 以上、90dB 未満で、なおかつ適切な補聴 器装用を行った上で、装用
下の最高語音明瞭度が 50％以下の高度感音難聴。
２． 慎重な適応判断が必要なもの。
A) 画像診断で蝸牛に人工内耳を挿入できる部位が確認できない場合。
B) 中耳の活動性炎症がある場合。
C) 後迷路性病変や中枢性聴覚障害を合併する場合。
D) 認知症や精神障害の合併が疑われる場合。
E）言語習得前あるいは言語習得中の失聴例の場合。
F）その他重篤な合併症などがある場合。
３． その他考慮すべき事項
A）両耳聴の実現のため人工内耳の両耳装用が有用な場合にはこれを否定 しない。
B）上記以外の場合でも患者の背景を考慮し、適応を総合的に判断する事 がある。
C）高音障害型感音難聴に関しては別途定める残存聴力活用型人工内耳ガイドライン（日本耳鼻咽
喉科学会 2014）を参照とすること。
４． 人工内耳医療技術等の進歩により、今後も適応基準の変更があり得る。 海外の適応基準も考慮
し、３年後に適応基準を見直すことが望ましい。
≪2017 年 2 月 改訂 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会 HP より抜粋≫
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人工内耳の手術費用と必要日数
■ 医療制度－人工内耳の埋め込み手術に限定して－
■自立支援医療制度
・自立支援法の助成は、医療保険各法による「医療給付を優先」し、その残額から自己負担額を控除
した額が助成されます。
・医療費の 1 割の自己負担額が原則です。また、入院時の食事代などは自己負担です。
・一定所得以上の人は対象になりません。
・事前申請が原則ですから、治療開始前に申請してください。申請先は福祉事務所などですが、居住
地により異なる場合がありますのでご確認ください。
■対象
年齢

医療制度

身障者手帳

18 歳未満

育成医療

身体障害者手帳の有無は問いません

18 歳以上

更生医療

身体障害者手帳が必要です

■自立支援医療の利用手続き
・
「育成医療」

①～③の用紙は福祉事務所などより入手

①支給認定申請書 ②医師の意見書→病院に作成を依頼する ③世帯調書 ④住民税課税証明書
または非課税証明書 ⑤健康保険証の写し
・
「更生医療」

①～②の用紙は福祉事務所などより入手

①支給認定申請書 ②医師の意見書（概略書・見積もり明細書など）→病院に作成を依頼する
③身体障害者手帳の写し ④医療保険の加入関係を示す書類→受診者及び受診者と同一の「世
帯」に属する方の名前が記載されている、医療保険被保険者証などの写し ⑤「世帯」の所得
状況などが確認出来る書類→住民税課税証明書または非課税証明書
■自立支援医療の自己負担限度額
・所得区分毎の 1 カ月自己負担限度額（着色部が自立支援医療の対象です）
育成医療

更正医療

一定所得以上→対象外＝医療保険

利用者負担の区分（世帯単位）
・一定所得以上

の高額療養費の自己負担限度額

市区町村民税 23 万 5000 円以上

中間所得Ⅱ

中間所得＝医療

1 万円

保険の高額療養

中間所得Ⅰ

費の自己負担限

・中間所得Ⅰ 市区町村民税課税以上 3 万 3000 円未満

度額

・中間所得

市区町村民税課税以上 23 万 5000 円未満

・低所得Ⅱ

市区町村民税非課税（低所得Ⅰを除く）

・低所得Ⅰ

市区町村民税非課税

5000 円
低所得Ⅱ

低所得Ⅱ

5000 円

5000 円

低所得Ⅰ

低所得Ⅰ

2500 円

2500 円

生活保護

生活保護

0円

0円

・中間所得Ⅱ 市区町村民税 3 万 3000 円以上
23 万 5000 円未満

（利用者本人の年収が 80 万円以下）
・生活保護
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・厚生労働省発行の資料を人工内耳に限定してアレン

したものです。

・中間所得層Ⅰ～Ⅱ、低所得Ⅰ～Ⅱ、生活保護は所得区分の下の数値が自己負担限度額です。この
他に、適用外として食事代がかかりますが、食事代は高額療養費の対象にはなりません。

■公的医療保険（健保、国保、後期高齢者医療）の利用
・育成医療と更生医療の「一定所得以上」の方、及び、更生医療の「中間所得」の方は、公的医療保
険の高額療養費の自己負担限度額が自己負担限度額になります。
・公的医療保険の高額療養費の算出は「市区町村民税」
「所得区分」
「年齢」などのかかわりが多岐に
わたり、個々人に当てはまる金額の提示は困難です。
・公的医療保険の負担割合が 3 割の方は、窓口で一端支払い、後日（申請が必要で、2～3 カ月後
に）「高額療養費」として医療保険側から返戻されます。
・高額療養費＝公的医療保険での負担限－自己負担限度額

■ 高額療養費制度
・同一の医療機関に対して、1 カ月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、保険者へ申請する
事により「超えた部分」が返戻される制度です。
・保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりま
せん。被保険者、被扶養者ともに 1 人 1 カ月の自己負担限度額は所得に応じて算出されます。
・一時的な支払いにしても、医療費の 1 割～3 割を準備するのは大変な事です。自立支援医療、公的
医療保険の利用にかかわらず、この制度の申請をお勧めします。
・70 歳未満の方は、入院する時、事前に申請をしておけば、窓口では「自己負担限度額」までの支
払いで済みます。保険者から「限度額適用認定証」（上位所得者及び一般）または「限度額適用・
標準負担額減額認定書」
（低所得者）の交付を受け、入院の際に提示すれば現物給付を受ける事にな
ります。外来で診療を受ける場合も事前に申請し上記の認定書の交付を受けておけば現物給付を受
けることができます。低所得者については、入院中の食事代なども合わせて減額されます。
・70 歳以上の方は、高額医療費制度の見直しが図られ所得による細分化された限度額になります。
医療機関の窓口で「保険証」と、保険者から交付された「高齢受給者証」を提示すれば、自己負担
限度額を支払えばよく、また低所得者に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保
険者から交付を受け提示すれば、食事代なども減額されます。

■ 補足
・病院によっては、医療社会福祉指導員（ケー ワーカー）や社会福祉士（

ー

ャルワーカー）等

が在籍している所もありますので、相談される事をお勧めします。
・自立支援医療や公的医療保険の諸制度の見直しが頻回にありますので、詳しくは担当窓口で確認し
てください。
・各市町村で独自の医療費助成制度を実施している所もありますので、詳細は各市町村の障害福祉課
などにお尋ねください。
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■ 初診から退院まで概略日程
■初診から手術までの期間は
日数・年数

（実態調査Ⅳより有効回答数：291）

回答数

日数・年数

回答数

回答数

90日

41

365日

180日

29

2年／300日

各14

3年／20日

各05

60日

28

100日／40日

各11

80 日／15 日

各04

30日

24

10日

150日／120日

各20

15

日数・年数

240日／２10日

50日

6

10

10 年／5 年／3 年 各03

各09

22 年／11 年／9 各01
年

・平均的な概略日程です。
初診

入院
60～90 日位

前日

手術

（退院）音入れ

1 週間～10 日位

2 週間

入院期間＝成人 5～10 日 小児 5～6 日
・病院毎でも各自の耳の状態でも異なります。
・多くの場合、音入れ（始めて人工内耳の機器にマップ（プログラム）を書き込む＝人工内耳で音を
聞く）は退院後に再来院をして行い ますが、遠地の場合は音入れをして退院するなど、その方に合
わせて色々な選択ができる様です。詳しくは手術を予定している病院にお聞きください。
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術前・術後の注意事項
■ 術前・術後の注意事項
・本項の執筆：河野

淳（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科／聴覚・人工内耳 ン ー）

■ 人工内耳装用は医療行為であり、第一に入院手術が必要です。
・今回ＡＣＩＴＡの冊子「人工内耳あれこれ」の原稿記載の改正にあたり、私と冨澤文子で、それぞ
れ医師、言語聴覚士の立場から術前・術後の注意事項に関して記載させていただきます。
・ここで一番大切なことは、病院の担当の医師、言語聴覚士も様々な指示を出しますが、当事者、大
人であればご本人、お子様であればお母様、お父様方には、ぜひとも前向きな気持ちをもって人工
内耳を装用するよう取り組んでいただきたいこと、人工内耳は体内に埋め込まれた異物ですので
様々な医学的問題があること、更に高価な精密機器で故障も生じ得るので、早期の問題発見とその
対策に取り組んでいただきたいと思います。

■ 術前の流れと注意事項
・まず術前・術後、手術（リハビリテー

ョンもを含めて）の医療のおおよその流れと注意事項につ

いて述べます。
・大きく分けて人工内耳の手術に向けての適応評価と検査、および手術後に向けての準備（リハビリ
テー

ョンまたはハビリーテー ョン）があります。

■人工内耳の手術（人工内耳植込術）に向けての適応評価と検査
・適応評価とは、聴力レベル、補聴器装用での聞き取り能力、画像検査などです。その他適宜手術を
行う病院で評価いたしますので、病院の先生の指示に従ってください。
・手術に向けての検査は、人工内耳植込術を行う事になった後に、手術耳（左右どちらか）あるいは
両耳の決定のための検査、手術つまり麻酔ができるかどうかの検査（心電図、呼吸機能、各種採血
等）になります。他に持病をお持ちの方、気になる事があれば先生に事前にお話ししてください。
■手術後に向けての準備（リハビリテー

ョン）

・人工内耳植込術はその手術そのものが目的ではありません。手術して今まで聞き取ることができな
かった音声を最大限に聞き取る事ができるようにすることが最終目的です。そのためにはいざ手術
が決まったときからその目的に向かって準備していきます。
・昨今では患者数の増加により、術前のさまざまな検査、評価によって、手術後のある程度の結果の
予測ができるようになってきました。それでも手術後に予測に反して十分な聞き取りが得られない
事も少なからずある事も事実です。このような理由で、担当の先生は良い事ばかりは言いません。
中には悪い事、手術のリ クとか、しか言わない医師もいると聞きます。
・これは論外として、患者様には手術のリ

ク、手術後の聞き取り、特に最近では日本で手術できる

３社のメーカー選択についてはぜひとも十分納得された上で手術を受けるようにしてください。信
頼できる医師、言語聴覚士を探すのもこの段階ですので、ここで妥協はしないでください。具体的
なアドバイ

は次の冨澤文子が詳しく述べます。

・お子様、特に小さいお子様では、しばしば十分な聞き取り（聴覚）の反応が得られないがためにこ
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の手術を行うわけですが、それでも手術前にも言語聴覚士と十分な、良好な関係を築く事は、手術
後の（リ）ハビリーテー ョンを実施し、聞き取りを改善するためにもとても大切です。

■手術前後（手術に向けてと手術後の音入れまで）の注意事項
・手術に向けても様々な注意が必要です。手術前には、まず手術に向けて体調を整えてください。
もちろん手術にあたっては、既に適応検査をされている事でしょう。よって手術に向けての必要条
件は満たされている事かと思います。しかし手術を行うには万全の体調で望まねばなりません。
・具体的に体調の不備があれば手術、つまり全身麻酔を実施する事が難しい場合があります。特に冬
場や季節の変わり目のいわゆる流行性感冒（風邪）などに注意をしてください。特にお子様では、
熱が出たり、咽頭発赤、扁桃炎などがあると麻酔が難しい事があります。熱性けいれんなどがある、
喘息発作があった場合には一定期間手術を見送る事もあります。また、高血圧や不整脈等の持病が
ある方や、アレルギー性疾患など季節性の悪化がある可能性のある方は、くれぐれもそれらの疾患
の悪化が起きないように注意してください。最悪手術ができず延期される結果になる事もあります。
後は、必要以上に神経質になる事なく手術を受けてください。
・手術後は特に問題がなければ４～５日から１～２週間で退院となります。（病院により差異がある
かも）そして、約２週後には、いよいよ実際の音を聞かせる音入れ（

ウィッ

オン）となります。

退院の時期が冬場だったり、季節の変わり目である場合には、退院によって病院内の環境から外気
に触れるなど環境の変化によりしばしば体調を壊す、いわゆる風邪を引いたりする事もあります。
もちろん、手術後には感染予防の点滴や投薬がされている事でしょうが、通常では必要以上の投薬
はされませんので、退院後に体調の変化があれば、すぐ病院の先生に連絡して指示を受けてくださ
い。いよいよ音入れです。

■術後のリハビリテー ョンと注意事項
・具体的な日程等は言語聴覚士が後述しますが、人工内耳を装用、使用するにはプログラム（マップ）
が必要です。すでに人工内耳装用の方はお分かりかと思いますが、手術前の方のために簡単に記載
します。
・人工内耳は聞きたい音声を機器で電気刺激に変えて、内耳蝸牛に植え込まれた電極へ伝え、重度難
聴の方の残った聴神経を刺激し聞き取らせる機器です。この際、個人によって聴神経の残り具合は
違いますので、個人毎に適切な刺激を行うためのプログラム作成（マップ）が必要です。人工内耳
の最終目的である聞き取りの改善の結果のすべてはこのプログラム（マップ）によって決まると言
っても過言ではありません。
・現在のところ、このプログラムの安定には、成人で数か月かかります。２～３歳の以上の小児でも
それに近いお子様もいますが、それより年齢が低い場合には、しばしば時間がかかることがありま
す。ある程度の安定が得られるまでは頻回のプログラム作成（マッピング）が必要になります。
（詳
細は次項で冨澤が記載しています）
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・音入れ（ イッ オン）時に、今まで聞き取れなかった音声が十分に聞き取れるようになる方もい
ますが、中には満足する聞き取りが得られない事もあります。最近の人工内耳の性能は大変良くな
ってきているのは確かですが、残念ながら聞き取りがうまく行かない方がいるのも確かです。最初
はそう聞き取りが良くなくても、徐々に聞き取りが向上してくる方もいますし、実際の聞き取りは
悪くないのに期待が大きいため満足されない方もいます。病院の医師、言語聴覚士の先生の指示に
従って焦らずリハビリに取り組んでいただきたいと思います。実際のリハビリは、数週間ごとに行
われます。最初の数ヶ月のリハビリはとても大切です。通常最初の刺激レベル（プログラム）は控
えめから始めます。よって、この間にプログラムに慣れるに従い、反応が良くなると同時に聞き取
りは物足りなくなったりしますので、徐々に刺激を増やすようなプログラム調節が必要になります。
ところが逆に最初の刺激が強すぎる事があり、患者さんはこんなものなのかと我慢して必要以上の
刺激が入るプログラム（マップ）を使用する事もあり得ます。もし、このような場合に、長期間プ
ログラムを使用してしまうと内耳の残存神経の障害をきたす場合もありますので、短時間でも、痛
みを感じればもちろんですが、刺激が強いのではないかと思うような事があれば、すぐに言語聴覚
士の先生に遠慮なく話してください。風邪を引いたり、様々な理由で予約の日時に受診できない事
もありますが、そのときは、できるだけ早い時期での再受診をお勧めします。
・これはお子様の場合も同じで、年齢が低ければ低いほど、人工内耳を介した反応は明らかではあり
ません。そのためしばしば弱めの刺激から始めますので、家でお子様の人工内耳装用時の反応を細
かく観察する必要があります。受診のたびに担当の言語聴覚士の先生から聞かれると思いますが、
お母様、お父様、ご家族様の観察が唯一の聞き取りの判断材料となる事はしばしばですので、低い
年齢で手術されたお子様をお持ちの方は、先生の指示に従ってお子様の観察を怠らないでください。
・大人の方では数か月の間である程度の安定したプログラムができます。後は、実際のさまざまな音
声を聞き取る（リハビリ）だけです。２～３歳以上のお子様でも早期に安定する場合もありますが、
それより小さいお子様では安定したプログラムが得られるまで時間がかかる事があります。焦りは
禁物です。お母様などの周りの人の焦りの様子でお子様の情緒が安定しない事もありますので、先
生の指示のもと観察してください。この時点では、時に人工内耳すらつけてくれない事があります。
実際はさまざまな方法を駆使してつけるようにしなければいけません。何かに集中している場合に
はつけるがすぐ気になって外す場合、音が気になるのかつける事をしない場合、など様々です。
・既に述べましたように、最初は少なめの刺激から始めます。十分と思えない刺激でもつけたがらな
い、つまりそのものを嫌がる場合があります。しばしば何らかの甘えや心因反応として現れること
もあります。１ヶ月以上つけることができない場合には早急の対応が必要です。一日 10 分からで
も始める必要があります。担当の言語聴覚士の先生とご相談ください。
・安定したプログラムが得られた後でも、反応の変化には注意してください。成人の方では聞き取り
の変化は分かります。この際は、まず機器の点検をマニュアルに従い行ってください。ケーブル、
コードの断線やマイクの故障などが少なからずあります。汗等は要注意です。それでもおかしい場
合には、先生にすぐ申し出てください。機器本体の故障やプログラムの対応等が必要な事がありま
す。機器の故障で無償の取り替えになる事があります。お子様でもしばしばそのような事が起こり
ます。
13
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・機器点検はマニュアル通りやってください。その上で少しでもおかしかったら先生に連絡してくだ
さい。何度もプログラム調整をした、機器点検をしたが、結局機器の故障で取り替えになったケー
もあります。お子様で機器の故障と最終的に判明するまで１年近くかかったケー
・その他、日常の中で注意していただきたい医学的なことに、手術した耳、 ピー

もあります。

プロ

ッサ装着

部位の観察があります。 ピー プロ ッサの装着部位の磁石が強いために、少しずつ皮膚が薄く
なったりかぶれたりすることがあります。アトピーとかあるとより深刻ですが、最悪感染を起こし
たりすると電極の再植え込みになることもありますので、早期に解決する必要があります。少しで
も気になることがあれば、担当医師に伝えてください。普段の生活で中耳炎や上気道炎にも注意し
てください。
・少しでも風邪ぎみだったりしたら、早めに近くの耳鼻咽喉科医で構いませんので診察を受けてくだ
さい。そのためには、日頃から行きつけの耳鼻咽喉科医や小児科医を見つけておいて、できたら手
術した先生から人工内耳植込術に関する経緯についての紹介状を渡しておいて、いつでも行けるよ
うにしてください。もし何かあれば、それぞれの先生がたが連絡を取ってくれるような状況をつく
っておいてください。
・人工内耳機器は精密機器ですし高価ですので、機器の取り扱いにはくれぐれも注意してください。
落としただけで壊れることもあります。お子様では、なかなか丁寧に扱えと言っても難しいかと思
いますが、不注意による機器の破損も少なからずありますので、最低限にする必要があります。こ
の意味ではぜひとも保険に入ることをお勧めします。また中には紛失されることもありますので注
意してください。
■気になる事があれば、医師または言語聴覚士に連絡してください。
・こう述べてきましたが、医学的な面で実際にトラブルになる事は多くはありません。しかし一
端トラブルになれば大事になる事があるのも否定できません。どのようなことが危険信号なの
か、どこで判断するか難しい事もありますが、少しでも気になる事があればすぐ担当医師、
または言語聴覚士に連絡してください。また遠慮なく連絡できるような関係をつくっていく事
を皆様方からもぜひとも働きかけていただければと思います。

■リハビリテー ョンの注意事項
・本項の執筆：冨澤文子（東京医科大学病院 耳鼻咽喉科／聴覚・人工内耳
・言語聴覚士の立場から術前・術後のリハビリテー

ン ー）

ョンのおおよその流れと注意事項について述べ

ます。

■術前の流れ（注意事項）
・手術に関しての諸検査の一部を言語聴覚士でも行います。言語聴覚士は手術前、手術後の人工内耳
のマップ（プログラムと同様。以下マップと記載する）作成や聞き取りの訓練（リハビリテー ョ
ン）を担当します。人工内耳装用によっての最終的な聞き取りの改善のために皆さまに直接接して
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います。その中で注意していただきたい事について記載したいと思います。
・その第一は、人工内耳についての理解です。
・できるだけ正確な情報を集めましょう。イン ーネットを利用すると情報は多く入りますが、全て
が正確な情報とも限りません。専門的な知識が必要な部分も多くありますので、よくわからない部
分については医師、言語聴覚士の先生に聞いて、誤解のないようにしておきましょう。
・可能であれば、実際の患者さんに会って、手術前に自分の疑問点や不安な点について尋ねてみる事
もよいと思います。
「百聞は一見にしかず」です。
・お子様に関しては、担当の言語聴覚士の方でお子様の様子を詳しく観察致します。そのうえで術後
の（リ）ハビリテー ョンが

ムー

にうまく行くように配慮致します。お母様、お父様にもご協

力をしていただきます。親御様のお気持ちが、お子様にしばしば影響しますので、親御様にも安定
したお気持ちで前向きにこの治療に取り組んでいただく事になります。また担当言語聴覚士の方で
も観察指導致しますが、親御さんの日々の観察に勝るものはありませんので、ぜひとも本人の性格
な日々の様子をお知らせください。

■術後のリハビリテー ョンの流れと注意点
・既に河野が述べましたように、人工内耳を装用、使用するにはマップが必要です。手術しただけで
は聞き取る事はできません。またこのマップ次第で聞き取りが大幅に変わってくるのも確かです。
実際に様々なマップをしても聞き取りが向上しない、難しい場合もありますが、担当の言語聴覚士
の先生と相談しながらマップを作成する事が必要です。マップと同時に聞き取りの具合を確認しな
がら装用指導を行っていきます。手術後安定したマップが得られるまで数カ月かかりますが、その
頻度と内容の例を示します。
・術後２週間位

イッ

オン（音入れ）

・１カ月位まで

１回／週のリハビリ（マッピング及び装用指導など）

・３カ月位まで

１回／２週のリハビリ（マッピング・聴取訓練・評価など）

・６カ月～１年

１回／１カ月のリハビリ（マッピング・聴取訓練・評価など）

・その後は、３カ月から６カ月に１回程度のフォロー
・ここに示しましたのは、私どものところでやっている概略です。装用者（児）の状態や病院・施設
によっても異なる事もあるかと思いますが、少なくともマッピングと聞き取りが安定するまでは定
期的な通院が必要ですし、少しでも聞き取りに変化を感じたら早急に担当先生への連絡をしてくだ
さい。必要な理由は河野が記載してあります。
・以下その具体例について、一部河野と重複するところもありますが、ご了承ください。
■成人
・人工内耳の手術後の経過は、個人差がとても大きいです。術後すぐに言葉として聞き取れる方もい
らっしゃれば、残念ながらそうは行かない方もいらっしゃいます。口元をみれば、筆談が不要にな
る方がほとんどなので、焦らずリハビリに取り組んでいきましょう。
・リハビリテー ョンは、気負わず、あきらめず望む事が大切です。初めから。口元を見なくても話
がわかるとか電話ができるとかというわけにはいきません。しかし、リハビリを続けていくうちに
少しずつ聴き取りは良くなっていく場合が多いです。特に、初めのうちは変化が大きいので、最初
からあきらめないようにしましょう。まずは、終日装用をしていきましょう。装用し続ける事で、
15
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装用効果が上がるようになります。
・病院以外の場面での聞こえの様子は、次回の来院時に必ず、先生にお伝えください。どんな音が聴
こえたのか、どんな音は聴こえにくいのか、どのような場面や状況で聞きやすいのか聴きにくいの
か、その都度病院の先生に伝えてください。マップを作成する際の参考になります。日記や記録を
つけるのもよいと思います。
■小児（お子様）
・大まかな内容は、成人の場合と同様です。
・子供の（リ）ハビリテー

ョンは、マップを作成して音を入れて発話につなげる事が最優先になり

ます。しかし、最初から焦らないでいきましょう。
まず、人工内耳を終日装用することを目指しましょう。もし、装用を嫌がる様子があれば、音が大
きすぎて嫌なのか、送信コイルをつけることが嫌なのかなど原因を探って、装用出来るようにして
いき、装用時間を少しずつ伸ばしていきましょう。
・初めは、補聴器の時よりも反応が悪いように感じる場合もあります。しかし、時間の経過とともに
人工内耳の音に慣れて人工内耳での反応が良くなっていく場合がほとんどです。焦らず、装用して
いきましょう。
・マッピングは、子供が装用を嫌がらないように、通常小さめな音から少しずつ上げていきます。し
かし、大きくすればよいと結うわけではなく、大きすぎればうるさくて不快なマップになってしま
います。子供によって最適なマップは異なります。同じマップを使用していても、そのマップに慣
れる事で反応が変わってくる場合も多いので、反応がみられるまで待つ事も大切です。しかし、気
になることがあれば、その都度、担当の先生にお伝えください。
・家庭や学校での様子を病院の先生に伝えてください。どんな音に反応したのか、反応が見られない
のか、どのような場面や状況で反応するのか、反応しないのか、発声の状況や声の種類に変化があ
るのか、その都度、病院の先生に伝えてください。マップを作成する際の参考になります。成人と
同様に、日記や記録をつけるのもよいと思います。
・
（リ）ハビリテー

ョンを進める上で、お子さんの場合には、ご家庭、教育機関、病院、その他関連

機関との連携が非常に大切になります。可能であれば、各機関の方が集まる機会を設け意見交換を
しながら、お子さんにとって最善の環境を整えていく事が望ましいと感じています。親御様が中心
になる場面が多いと思いますので、ぜひともそれぞれの先生方と日頃から連絡を取り合って、お子
様に目を向けてくださいのためにも良好な関係を築いておくことをお勧めします。
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よく頂く質問に答えて
■ この「Q&A」は、人工内耳友の会ＡＣＩＴＡにいただいたものから、関心
の高そうな項目を抜粋しました。
基本的なものですが、病院、主治医の先生により異なることがありますので、ここに記載してあ
ることを参考にして、最終的には担当の先生にご確認ください。
・Q01

手術時間は何時間くらいかかりますか？

・A01 手術時間は 2～3 時間程度です。全身麻酔ですから、気が付いた時は手術が終わって病室
のベッドの上です。その日の夕食は（午前中の手術では出される事もあります）抜きですが、
翌朝から食事もできますし、自分でトイレにも行く事ができますが、主治医の先生の指示に従
って下さい。
・Q02

後遺症は無いでしょうか？

・A02 ほとんど無いと言えます。ただ、植込み付近を色々な神経が通っている関係で、顔面の
マヒやふらつきや味覚障害などが出る可能性はあります。手術ですので何も後遺症がなくて当
たり前ですが、手術前に主治医の先生が説明してくれますので、納得してから手術を受けてく
ださい。
・Q03

リハビリの期間はどの位ですか？

・A03 中途失聴者の例ですが、手術後１～3 週間で「音入れ」
（始めて人工内耳の機器で音を聞
く事ができる）をし、1～2 カ月位は週に 1 回（1 時間位）リハビリがあります。リハビリは
聞き取りの訓練や、機器の使用方法などを指導していただく期間であると同時に、人工内耳の
機器や音に慣れる期間でもありますので、病院まかせではなく、自分も積極的に参加する気構
えが大切です。それ以後は、個人個人で違うようですが、週に 1 回が 2 週に 1 回になり、そ
して月に 1 回のようにだんだん間隔をのばし、半年から 1 年続きます。その後も、半年か 1
年に 1 回位の定期的な「聞こえの
・Q04

ェック」が望ましいです。

子供の場合のリハビリの期間は？

・A04 言葉を覚える前の失聴や先天性の場合は、前項の中途失聴者のリハビリと、期間も方法も
大きく異なります。手術前に病院や教育機関とよく相談をして教育方針を考えておいた方が良
いでしょう。親御さんも関係者も、教育は普通校でとおっしゃる方が多いようのですが、普通
校か聾学校かという選択の他に、本人にとってその学校が合っているか、人工内耳（難聴者）
に理解があるかどうかも大切です。リハビリは成人になっても継続していきます。通院機関は、
小学校就学までは頻繁（1～２／月等）に、就学後は、大きな休み毎（春休み、夏休み等）間
隔をあけていくことが多いようです。各病院の先生にお尋ねください。
・Q05

人工内耳で耳鳴りも治りますか？

・A05 人工内耳の装用を希望される方の中には、耳鳴りで悩まされている方も多いかと思います。
人工内耳を装用しても耳鳴りそのものは治りませんが、装用中は、常時生活音なども入って来ま
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すので、耳鳴りが気にならなくなる方が多いです。
・Q06

人工内耳で音楽は分かるのでしょうか？

・A06 メロディーを健康な耳と同様に聞き分けるのは困難です。でも、リ

ムは分かりますので、

打楽器系は大丈夫かも知れません。会話同様、個人差が非常に大きいので、手術後、聞き分け
られたら「儲けもの」と考えた方が無難でしょう。音楽も会話も、本人の聞き取ろうとする意
欲に大きく影響されます。
・Q07

日本で、健康保険が適用されている人工内耳は？

・A07 適用メーカーは 30 ペー ～32 ペー の 3 社で、言葉の理解度などの差はほとんど無い
ようですが、個人差が大きい様です。また各社、開発は日進月歩で数年ごとに新しい機器が認
可されています。メーカー選択で注意が必要なのは、A 社の機器と B 社の機器とでは互換性が
無く、一度手術をすれば簡単には変更出来ない事です。手術前に、医師、言語聴覚士や既装用
者の意見を聞きながら、自分に合いそうなものを慎重に選んでください。
・Q08

人工内耳での聞こえと、失聴期間に関係は？

・A08 失聴期間が長いと、期間の長短より聴神経の状態が重要の様ですから、気にすること無く
適応検査を受けてみてください。
・Q09

片耳が全く聞こえないのですが、人工内耳の手術はできないでしょうか？

・A09 5 ペー ～7 ペー

の適応基準には、原則として小児は 1 歳以上（体重 8kg 以上）、成

人は 90dB 以上……とあります。諸外国では保険制度の違いから片耳重度難聴への人工内耳も
やっていますが、日本では認可されていません。
・Q10

人工内耳を植込んだ反対側に補聴器をつけても問題は無いでしょうか？

・A10 反対側に補聴器が使えそうなら、使うようにしてください。相乗効果が期待できますし、
もし将来的に人工内耳を植えこむことになった時に、補聴器を使って神経の刺激をしておく方
が効果がいいからです。お子様の場合は、装用効果が期待できなくても、将来的に両耳装用
を考えた場合にはぜひとも併用してください。
・Q11

人工内耳の両耳装用は可能でしょうか？

・A11 2017 年の人工内耳適用基準の改正により、「両耳聴の実現のため人工内耳の両耳装用が有
用な場合はこれを否定しない」という一文が明記されました。適応があれば両耳装用も可能で
すので病院の先生にご相談ください。
・Q12

人工内耳で、電話（携帯電話）の利用は可能でしょうか？

・A12 初期の人工内耳の機器や携帯電話機では、ほぼ「駄目」でしたが、最近の機器（人工内耳
も携帯電話も）は性能もアップして、人工内耳で携帯電話（音声での会話）も「可能」という
方が増えたのは事実です。しかし「可能」と言っても健聴時と全く同じではなく、不自由なが
ら「なんとか聞く事ができる」と表現をする方も多いようです。手術して携帯電話でも会話が
できたら「儲けもの」と思う程度に考え、まずは、会話の聞き取りに傾注してください。
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実態調査Ⅳからの報告
■ 実態調査Ⅳの抜粋報告
・20世紀最高の発明品と言われる人工内耳ですが、難聴が治ってしまうような魔法の機器では
ありません。しかし、耳で聞き言葉で会話ができますので、過度の期待はせず「全く聞こえなか
った者から、不自由ですが言葉で会話ができる者には戻れる」程度と考えた方が現実的です。
・同じ機器を使用していても「聞こえの程度」には個人個人で大きな差がありますので、ACITAが
2014年11月発行の実態調査書Ⅳから抜粋報告をいたします。320人の方に回答していただき
ました。
■デー

引用の補足 ―小誌のデー

・本欄で引用しましたデー

は参考値としてご覧くださいー

はACITAの「実態調査書Ⅳ」からの抜粋です。

・調査実施以降、人工内耳の機器は小型化され、ハード面（機器など）
、 フト面（音声処理方法な
ど）ともに、数段の進歩がありました。
・装用感や聞き取りの成績は、記載のデー

よりかなり改善されているものと想定出来ますので、

参考値としてご覧いただきたいと思います

■装用して「良かった」と思う事は

回答数：311 件数：1842

・テレビの音、話し声、足音などが分かる・・・・・・・・・・239 (13.0％)
・電話のベルや玄関の ャイムが聞こえる・・・・・・・・・・247 (13.4％)
・来客、配達、集金人が来てもすぐ出られる・・・・・・・・・188 (10.2％)
・自分の「話し声」が聞こえる・・・・・・・・・・・・・・・227 (12.3％)
・子供達が呼んでいるのが聞き取れる・・・・・・・・・・・・141 (07.7％)
・役所の呼び出しが分かるようになった・・・・・・・・・・・126 (06.8％)
・肩を叩かれていたが、名前を呼ばれるようになった・・・・・105 (05.7％)
・家族との会話が円滑に出来るようになった・・・・・・・・・205 (11.1％)
・会話が円滑に出来るようになった・・・・・・・・・・・・・171 (09.3％)
・周囲の状況が音で判断でき危険が少なくなった・・・・・・・193 (10.5％)
・相手に書いて貰う気苦労がなくなった・・・・・・・・・・・133 (13.8％)
・読話が上手くなった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 (04.8％)
・発音が良くなった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78 (08.1％)
・音が聞こえた安心感がある・・・・・・・・・・・・・・・・248

(25.7％)

・聞き取りが不十分でも気持ちにゆとりがある・・・・・・・・194

(20.1％)

・社会からの疎外感がなくなり、積極的になった・・・・・・・132

(13.7％)

・自動車の免許が取れて、運転が出来るようになった・・・・・ 35 (03.6％)
・とにかく音が入るので、仕事も楽しく出来る・・・・・・・・ 85 (08.8％)
・良かったと思うことはなのもない・・・・・・・・・・・・・

9 (00.9％)

・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5 （00.5％）
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記入欄
・人間関係が復活し、健聴者の中で生活できる・・・・・6
・電話に出られる様になった
・静かなところでの聞き取りが良くなった
・コミュニケー ョンが上手く取れるようになった
・音は分かるが内容は分からない時がある
・「聞こえたふり」が無くなり、堂々と聞き返せる
・音は分かるが内容は分からない時がある・・・・・・・以上各2
・装用中は耳鳴りが遠のく
・自分の話し声が小さくなった
・音が入るので、周囲の車等に注意しな＜なった・・・・以上各1

■装用により行動面で変化がありましたか
質問項目

回答数

何事にも積極的になった

回答数：308

比率(％)

98

31.8

多少積極的になった

133

43.2

手術前と変わらない

64

20.8

多少消極的になった

10

3.2

3

1.0

何事にも消極的になった

■装用後の変化など①
質問項目
家族への
話しかけ

家族の
話を聞く

家族以外との
会話

周囲への関心

会合や
集会出席

状態

回答数

比率(％)

増加

126

70.4

同じ

50

27.9

減少

3

増加

質問項目

状態

回答数

比率(％)

増加

45

26.1

同じ

112

62.6

1.7

減少

22

12.3

132

73.7

増加

54

30.2

42

23.5

同じ

109

60.9

減少

5

2.8

減少

16

8.9

増加

141

78.8

増加

115

64.2

同じ

25

14.0

同じ

57

31.8

減少

13

7.3

減少

7

3.9

増加

121

67.6

増加

87

48.6

同じ

50

27.9

同じ

84

46.9

減少

8

4.5

減少

8

4.5

増加

89

49.7

増加

101

56.4

同じ

69

33.5

同じ

71

39.7

減少

21

11.7

減少

7

3.9

読書をする

物を書く機会

笑いの回数

趣味の
種類や範囲

テレビを観る
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■装用後の変化など②
質問項目
外出をする

買い物など
の回数

留守番をする

家の
仕事をする

状態

回答数

比率(％)

質問項目

状態

回答数

比率(％)

増加

105

58.7

増加

42

23.5

同じ

69

38.5

同じ

92

51.3

減少

5

2.8

唄う、
カラオケに
行く

減少

45

25.1

増加

82

45.8

増加

62

34.6

同じ

95

53.1

同じ

71

39.7

減少

2

1.1

減少

46

25.7

増加

48

26.8

増加

78

43.6

同じ

109

60.9

同じ

58

32.4

減少

22

12.3

減少

43

24.0

増加

43

24.0

増加

31

17.3

同じ

126

70.4

同じ

112

62.6

減少

10

5.6

減少

36

20.1

ラ オや
音楽を聞く

電話をかける

楽器を
演奏する

■手術前の説明と装用後の感じとでは

有効回答数：303

・思っていたより良かった158(52.1％)
・装用前の説明と同じ

65(21.5％)

・どちらとも言えない

61(20.1％)

・やや違う

12(04.0％)

・違う

7(02.3％)

Since 1988

会員募集中
正会員、賛助会員、法人・団体会員を随時募集中です。
一般社団法人 人工内耳友の会 ＡＣＩＴＡ
ホームペー http://www.normanet.ne.jp/~acita/
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人工内耳の手術病院とリハビリ施設
■ 地域別病院一覧

－2019/７/01 現在 102 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

011-611-2111

耳鼻咽喉科

〒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

011-688-9514

医療連携福祉 ン

先端聴覚医療 ン ー

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

024-547-1111

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒960-1295 福島県福島市光が丘 1
福島県立医科大学会津医療

ン ー

（外来）→

耳鼻咽喉科

024-547-1231
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（27）
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
学校法人東京医科大学 茨城医療 ン ー

（予約

耳鼻咽喉科

〒300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央 3-20-1
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■関東地区（27）
済生会 宇都宮病院

上段：電話番号
耳鼻咽喉科

下段：FAX 番号
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

（FAX）→

0285-44-5547

ン ー

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）→ 027-220-8369

耳鼻咽喉科

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 ン

048-965-1111

ー 耳鼻咽喉科

〒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 ン

048-647-2111

ー 耳鼻咽喉科

〒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 ン

043-462-8811

ー佐倉病院 耳鼻咽喉科

〒285-8741 千葉県佐倉市下志津 564-1
独立行政法人 国立病院機構 東京医療 ン

043-462-8820
ー 耳鼻咽喉科

〒152-8902 東京都目黒区東が丘 2-5-1

（予約

03-3411-0111

ン ー )→

03-6859-4895

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

耳鼻咽喉科・聴覚言語

ン ー

03-3964-1211

〒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

ン 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
国家公務員共済組合連合会

ン ー

虎の門病院

03-3588-1111

〒105-8470 東京都港区虎ノ門 2-2-2
聴覚

（外来）→ 03-5800-8630
03-3560-7787

ン ー

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

03-3451-8121

耳鼻咽喉科

〒108-8329 東京都港区三田１-４-３

03-3454-0067

聴覚・人工内耳 ン ー
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■関東地区（27）

上段：電話番号

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

下段：FAX 番号
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

03-3253-3351

耳鼻咽喉科

〒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

044-977-8111

耳鼻咽喉科

〒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 ン

045-261-5656

ー

〒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

信州大学医学部附属病院

0263-35-4600

〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1

0263-3６-9164

人工内耳 ン ー

（外来）→

新潟大学医歯学総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

0263-37-2791
025-223-6161

〒951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通一番町 754

（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

0776-61-3111

〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3

0776-61-8118

■東海地区（8）
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

ン ー （静岡県乳幼児聴覚支援
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■東海地区（8）

上段：電話番号

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
あいち小児保健医療総合 ン

下段：FAX 番号

（外来)）→ 053-435-2605

ー 耳鼻いんこう科

〒474-8710 愛知県大府市森岡町尾坂田 1-2

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

052-744-2111

耳鼻いんこう科

〒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（23）
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 ン 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

06-6929-1221

ン ー

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

06-6645-2121

耳鼻いんこう科

〒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

06-6879-5111

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-15

06-6879-3959

独立行政法人 労働者健康安全機構

072-252-3561

大阪労災病院

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
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■近畿地区（23）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

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 ン

072-469-3111

ー 耳鼻咽喉科

〒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 ン ー
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療

ン 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 ン

06-6480-7000

ー 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒660-8550 兵庫県尼崎市東難波町 2-17-77
地域医療連携 ン

ー

地方独立行政法人 神戸市病院機構 神戸市立医療

（予約）→

06-6480-7721

ン 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

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

和歌山県立医科大学附属病院

073-447-2300

ン ー

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〒641-8509 和歌山県和歌山市紀三井寺 811-1

073-441-0509

■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

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
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■四国地区（4）
徳島大学病院

上段：電話番号
耳鼻咽喉科・頭頸部外科

下段：FAX 番号
088-631-3111

〒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（11）
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

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

ン ー

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（2）
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院

098-850-3811

〒901-0243 沖縄県豊見城市上田 25

098-850-3810

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
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■ 地域別リハビリ施設一覧

－2019/０7/01 現在 30 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（6）

上段：電話番号

子ども発達支援 ン ー オリブ園

下段：FAX 番号
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

盛岡市立病院 言語治療室

019-635-0101

〒020-0866 岩手県盛岡市本宮 5-15-1

019-631-1661

仙台市北部発達相談支援 ン

022-375-0110

〒９81-3133

ー アー ル

宮城県仙台市泉区泉中央 2-24-1

022-375-0142

福島県総合療育 ン 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

024-983-5511

耳鼻いんこう科

〒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 ン

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 ン

048-622-1211

ー ひまわり学園

〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋 6-1587

048-622-4359

国立障害者リハビリテー ョン ン

042-995-3100

ー病院 耳鼻咽喉科

〒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 ン

0436-62-1211

ー

〒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

03-6272-5561

臨床敬心クリニック

〒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 ン ー

042-735-2361

ライ

042-734-8292

ャワ・クレーマ学園

〒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

ン ー やまびこ

〒299-0111 千葉県市原市姉崎 3426-3
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■北陸地区（2）

上段：電話番号 下段：FAX 番号

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

076-438-2233

ョン病院

〒930-0194 富山県富山市下飯野 36

076-437-5390

■東海地区（4）
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

ン 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

059-232-2531

三重病院

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 ン

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

「

0849-87-3386

ノ」こばと園

〒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 ン ー

082-263-0683

〒732-0052 広島県広島市東区光町 2-15-55

082-261-0545

社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園 鼓ヶ浦こども医療福祉 ン
〒745-0801 山口県周南市久米 752-4

ー

0834-29-1430
0834-29-5015

■四国地区（1）
医療法人 聖光会

鷹の子病院

愛媛人工内耳リハビリテー
〒790-0925

089-993-5489

ョン ン ー

愛媛県松山市鷹子町 523 番地 1

089-993-5489

■九州地区（2）
神田 ENT 医院

長崎ベルヒアリング ン

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
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承認済みの人工内耳製品に紹介
■ コクレア社製品の扱い
■(株)日本コクレア
・113-0033 東京都文京区本郷 2-3-7 お茶の水元町ビル 4 階
・TEL：03-3817-0241

FAX：03-3817-0245

・E-mail：nccinfo@cochlear.com
・体内機器

CI522 人工内耳インプラント

CI512 人工内耳インプラント

・体外機器

Nucleus® 7（ニュークリア

・ ブン） サウンドプロ ッサ

KANSO®（カン ）サウンドプロ
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■アドバン

ト・バイオニク

社製品の扱い

■日本光電工業(株)（アドバン ト・バイオニク
・担当：人工内耳カ

国内代理店）

マーサポート

・161-8560 東京都新宿区西落合 1-31-4
・TEL：0120-834-712

FAX：0120-161-524

・E-mail：nkdirect@db.nkc.co.jp
・体内機器：ハイレ

・体外機器：ナイー

ウルトラ（インプラント）

CI サウンドプロ ッサ（耳掛け型）

国際保護等級 IP57（アクアケー 使用時は IP68）

・体外機器：ネプ ューン サウンドプロ ッサ（携帯型）
国際保護等級 IP68

※体外機器は、耳掛け型か携帯型のいずれかを選択。
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■メドエル社製品の扱い
■メドエル

ャパン株式会社

〒101-0076 東京都千代田区神田駿河台 2-1-20 お茶の水ユニオンビル 5 階
TEL：03-5283-7266（代表） FAX：03-5283-7265
体内機器：インプラント SYNCHRONY（ ンクロ二―）

体外機器：オーディオプロ

ッサ SONNET（ ネット）

コイル一体型オーディオプロ ッサ RONDO（ロンド）

残存聴力活用型人工内耳
オーディオプロ ッサ SONNET EAS（ ネット
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人工内耳関連の情報収集
■ 書籍と資料
・人工内耳を装用する前に参考になりそうな書籍などを記載しました。ＡＣＩＴＡが編集、発行して
いる書籍のご案内です。
必要な方は 34 ペー の枠内のＡＣＩＴＡ事務局に問い合わせてください。

●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

●めざせ！未来の星
パ

税送料込み500円

1999．11発行

コン通信[ACITA]メーリングリ 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

●おいで、音の世界へ
知茶子 ュ イガー著

送料共500円

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

●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

●「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

●[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

33

人工内耳あれこれ 4-1-0

●[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 ー 、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
一個

マイル君バッ

600円 税送料込

●ACITA会報バックナンバー
№86（200９/８月）～最新号までの会報があります。（Ａ4版 税送料込み各号500円）
また、会報の主な内容はACITAホームペー に掲載しています。

ご注文の際には、ＡＣＩＴＡホームペー

にて在庫の確認をお願いいたします。

注文は、青い「郵便振込用紙」に書名と部数を記入し、下記に振り込んで下さい。
御注文の書籍・資料は郵送でお送りいたします。
（送料は当会で負担いたします。但し、海外への送付は、実費をご負担いただきます）
郵便振替口座番号：００２５０－９－61292
加入者名 ： 一般社団法人

人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ

お問い合わせ先
ホームペー
ＦＡＸ :

http://www.normanet.ne.jp/~acita/

050－3153－2108 （事務局）
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■一般社団法人 人工内耳友の会 ACITA のご案内
■会の沿革と目的
・（一社）人工内耳友の会ＡＣＩＴＡは、人工内耳の埋め込み手術を受けた方々の交流と親睦を図
ると共に、医療や機器関係者などとの協力により、人工内耳使用技術の向上発展を目的として、
1988 年春に発足致しました。
■会の名称
・ＡＣＩＴＡは、ア
(明日)と読みます。これは Association of Cochlear Implant Transmit
ted Audition の頭文字をとったもので、「人工内耳を介した聞こえの集い」という意味です。
また日本語の｢明日｣には未来への希望という意味もあり、会員の明るい未来を願って名付けたも
のです。
■会の組織
・人工内耳装用者の唯一の全国組織で、全国を 10 のブロック編成とし、逐次
支部を設けています。

都道府県単位に

■会の活動
・年１回の総会、全国（ブロック）規模の懇談会の開催と、年４回の会報の発行が主な活動内容
です。懇談会は全国の会員が一堂に会し、会員間の親睦を図ると共に、医療関係者や会員相互
の情報交換を行っております。会報は会の機関誌として、２，５，８，11 月の年４回発行し、
会員や医療関係者の交流の場としての役割を果たしています。その他の活動として必要に応じ
医療関係者焼き機メーカーとの接触を持ち新しい情報の収集に努めると共に、会員の要望など
を伝えてその実現を図っています。
■会員の状況
・全国の病院で手術を受けた多くの人工内耳装用者が正会員として参加しています。また、会の
趣旨に賛同してくださる方々や、人工内耳に関心のある個人には賛助会員、法人、団体には法
人・団体会員という制度を設けており、医療関係や教育関係や機器関係、人工内耳に期待をし
ている聴障者が多数参加しており、ACITA では多方面の豊富な経験を持っております。
■入会方法と年会費
・会費は、毎年４月１日より翌年３月末日までを１年度として、正会員／賛助会員は４,０００円
です。ただし、入会が１０月以降の場合は、初年度に限り２,０００円です。
法人・団体会員は一口１０,０００円で口数は任意としています。
口座番号：００２５０－９－６１２９２
加入者名：一般社団法人 人工内耳友の会 ACITA
■連絡先：一般社団法人 人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ 事務局
〒252-0144 神奈川県相模原市緑区東橋本 3-2-7-215 土屋方
FAX 050－3153－2108
下記ホームペー の「お問い合わせ」からご連絡下さい。
E-mail

http://www.normanet.ne.jp/~acita/
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謝辞と本誌の発行について
■発行の経緯
・小誌は、「人工内耳あれこれ」4-1 版は 3-２版をベー に状況の変化などを付加、修正して発行
しました。
・発行来歴と冊数
・２-１.０版

2000 年 10 月（5000 冊）

・２-２.０版

2002 年 08 月（5000 冊）

・２-３.０版

2003 年 11 月（5000 冊）

・２-４.０版

2004 年 08 月（2000 冊）

・２-５.０版

2005 年 05 月（5000 冊）

・３-１.０版

2010 年 12 月（3250 冊）

・３-２.０版

2014 年 05 月（1500 冊）

・４-１.０版

201９年 08 月（1600 冊）

■正しくご理解いただくために
・現在のような人工内耳が日本に登場したのは 1985 年ですから、今年で 34 年目です。この間に
総装用者は 14,000 人位になり、人工内耳のメーカーは 3 社、手術病院は 102 個所、手術病院
以外にリハビリを行う施設も 30 個所と充実し、当時とは比較にならない程の情報もあふれてい
ます。この間の充実と機密などの進歩と装用経験が、人工内耳を必要としている人々に正しく伝
わって欲しいと思います。
・自分にも人工内耳が最適との判断なら、早期の装用をお勧めします。皆様の最適なコミュ二ケー
ョン方法の選択に小誌が役立ち、人工内耳に到達する迄の「道のり」が１日でも縮められれば
本望です。

■謝辞
・編集及び発行に際し、下記の各所（各位）に、ご協力、ご指導を賜りました。ご多忙のところ誠
にありがとうございました。深謝申し上げます。
・東京医科大学耳鼻咽喉科.・頭頸部外科 河野 淳教授（聴覚・人工内耳

ン ー部長）

・東京医科大学 聴覚・人工内耳 ン ー／東京医科大学 医療福祉相談室
・
（株）日本コクレア
・日本光電工業 （株）
（アドバン ト・バイオニク
・メドエル

国内代理店）

ャパン（株）

・一般社団法人 人工内耳友の会 ACITA

■編集と文責
・本誌内容についてのお気づきの点は、お手数ですが ACITA 事務局までご教示ください。
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ＡＣＩＴＡ

人工内耳装用者の全国組織
人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ（あした）

