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吉川  智子 
職  名 准教授 

取得学位 博士（医学）東北大学医学系研究科               

学  歴 東北大学医学系研究科 医科学専攻 耳鼻咽喉・頭頚部外科学   

所属学会 
日本耳鼻咽喉科学会，耳鼻咽喉科臨床，日本耳科学会，日本聴覚医学会， 

耳鼻と臨床，リハビリテーション連携科学会，日本言語聴覚学会，岐阜県言語聴覚士会 

 

教 育 活 動 

（主な担当科目） 

・耳鼻咽喉科学Ⅰ，耳鼻咽喉科学Ⅱ，聴覚系の構造・機能・疾病，聴覚障害学Ⅱ，聴覚障害学Ⅲ， 

補聴器・人工内耳Ⅰ，聴覚検査法Ⅰ・聴覚検査法Ⅱ，音響学 

 

研 究 活 動 

論文 

・ 吉川 智子，岩田 吉生：聴覚誘発磁界の N100m 反応時における信号源推定の解析．愛知教育

大学 障害者教育・福祉学研究 13:127-135，2017 

 

・ 吉川 智子，松岡 理奈，日比谷 怜美，池田 勝久：MELAS における脳卒中様発作の検討．

東海学院大学研究年報．2：113-122，2017 

 

・ 吉川 智子，松岡 理奈，日比谷 怜美，池田 勝久：成人期に初発発作が認められた MELAS-

脳卒中様発作前日を含めた発作前後の検討-．耳鼻と臨床．62:225-233，2016  

 

・ 吉川 智子，松岡 理奈，池田 勝久，岩田 吉生：両側高度感音性難聴を呈したミトコンドリ

ア脳筋症（MELAS）．愛知教育大学 障害者教育・福祉学研究．12：43-46，2016  

 

・ 岩田 吉生，吉川 智子：人工内耳装用時の言語指導に関する事例的研究．愛知教育大学 障害

者教育・福祉学研究．12：37-42，2016 

 

・ 吉川 智子，池田 勝久，林 千江里，河野 淳，西山 信弘，鈴木 衛：人工内耳治療者に対

する心機能の検討．東海学院大学研究年報 1:27-33，2016 

 

・ S.Yoshikawa，K．Ikeda，A.Kawano，C.Hayashi，N.Nishiyama，N.Suzuki：The clinical features 

of patients with the homozygous 235delC and the compound-heterozygous Y136X/G45E of 

the GJB2 mutations (Connexin26) in cochlear implant recipients. Auris Nasus Larynx 

31(4):361-368, 2011 

 

・ S.Yoshikawa, K.Ikeda, T.Kudo, T.Kobayashi. The Effects of Hypoxia, Premature Birth, Infection,  

Ototoxic Drugs, Circulatory System and Congenital Disease on Neonatal Hearing Loss. Auris  

Nasus Larynx.31(4)361-368, 2004 

    

研究発表 

・ S. Yoshikawa, R. Hibiya, R. Matsuoka, K. Ikeda. MIDD, MELAS：Clinical phenotypes associated 



  
 

with the m.3243A>G MT-TL1 mutation. 10th Biennial Asia Pacific Conference on Speech, 

Language and Hearing.2017.9  

 

・  吉川 智子，日比谷 怜美，松岡 理奈,池田 勝久.MT-TL1遺伝子の A3243G変異を示したMIDD と

MELASの検討。第 118回日本耳鼻咽喉科学会医学会総会・学術講演会。2017年 5月 

 

・ 吉川 智子，日比谷 怜美，松岡 理奈，池田 勝久。 MT-TL1遺伝子の A3243G変異を示したMELAS

における脳卒中様発作の検討。日本リハビリテーション連携科学学会第 18回大会。2017年 3月。 

 

・  吉川 智子，松岡 理奈，池田 勝久。ミトコンドリア脳筋症（MELAS）における脳卒中様発作と発作後の比

較検討。第 61回日本聴覚医学会総会・学術講演会。2016年 10月。 

 

・  吉川 智子，松岡 理奈，池田 勝久。脳卒中様発作（SE）を発症したミトコンドリア脳筋症（MELAS）。第

117回日本耳鼻咽喉科学会医学会総会・学術講演。2016年 5月。 

 

・  吉川 智子，池田 勝久 ，河野 淳，林 千江里，西山 信宏，鈴木 衛。Jervell and Lange-Nielsen症

候群の心筋細胞活動電位に対する人工内耳電気刺激の影響。第 114回日本耳鼻咽喉科学会医学会総

会・学術講演。2013年 5月。 

 

・  吉川 智子，河野 淳，池田 勝久，林 千江里，西山 信宏，鈴木 衛。遺伝性不整脈と難聴を呈する 

CACNA1D遺伝子変異と Jervell and Lange-Nielsen症候群の検討。第 57回日本聴覚医学会総会・ 

学術講演会。2012年 10月。 

 

・ 吉川 智子，岩田 吉生：聴覚誘発磁界の N100m反応時における信号源推定の解析．愛知教育大学 

障害者教育・福祉学研究 13:127-135，2017 

 

・ 吉川 智子，松岡 理奈，日比谷 怜美，池田 勝久：MELAS における脳卒中様発作の検討．東

海学院大学研究年報．2：113-122，2017 

 

・ 吉川 智子，松岡 理奈，日比谷 怜美，池田 勝久：成人期に初発発作が認められた MELAS-脳

卒中様発作前日を含めた発作前後の検討-．耳鼻と臨床．62:225-233，2016  

 

・ 吉川 智子，松岡 理奈，池田 勝久，岩田 吉生：両側高度感音性難聴を呈したミトコンドリア

脳筋症（MELAS）．愛知教育大学．12：43-46，2016  

 

・ 岩田 吉生，吉川 智子：人工内耳装用時の言語指導に関する事例的研究．愛知教育大学．12：37-42，

2016 

 

・ 吉川 智子，池田 勝久，林 千江里，河野 淳，西山 信弘，鈴木 衛：人工内耳治療者に対す

る心機能の検討．1:27-33，2016 

 

・ S.Yoshikawa，K．Ikeda，A.Kawano，C.Hayashi，N.Nishiyama，N.Suzuki：The clinical features 

of patients with the homozygous 235delC and the compound-heterozygous Y136X/G45E of the 

GJB2 mutations (Connexin26) in cochlear implant recipients. Auris Nasus Larynx 

31(4):361-368, 2011 



  
 

 

 


