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II. 成果の概要（総括研究報告）

 研究開発代表者による報告の場合

和文 

高齢者では加齢性難聴と認知症の有病率が高く、両者が合併することも少なくない。本研究では難聴の有

無にかかわらず正確な認知機能評価を行うために、新しい視覚的な認知機能検査法を開発する。さらに難

聴を併せ持つ認知症患者が、補聴器装用によりどの認知症関連症状が改善するか評価する。本研究により、

聴覚補償を用いた医学的介入が奏功する認知症患者のタイプを明らかにし、今後の大規模な臨床研究を

効果的に行うためのエビデンスを集積する。 



2 
 

英文 

Elderly people are often suffering from age-related hearing loss and dementia. In the present study, we are 

planning to establish a new visually oriented test battery to precisely evaluate cognitive function even in 

patients with hearing loss. In addition, we elucidate which aspects of cognitive function are ameliorated by 

hearing aid fitting in aged patients with both dementia and hearing loss. Through these investigation, we aim 

to find out what type of patients with dementia are recommended to use hearing aid. Results of the present 

study will contribute to further large clinical trials assessing correlation between cognitive function and 

hearing impairment. 
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