
宿題報告⑴

ウイルス性顔面神経麻痺―病態と後遺症克服のための新たな治療―

村上 信五
名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

ウイルス性顔面神経麻痺という病名は教科書にはない。Bell麻痺や Ramsay Hunt症候群は末梢性顔面神経麻痺を代
表する疾患であるが、ウイルスという病原微生物が発見される以前に命名されたものであり、原因や病因を反映した病
名ではない。事実、Hunt症候群は水痘―帯状疱疹ウイルス（VZV）により発症し、Bell麻痺も主病因が単純ヘルペス
ウイルス（HSV）であることが明らかされているが、VZVで発症しても耳介帯状疱疹や難聴・めまいを欠く無帯状疱
疹性ヘルペス（zoster sine herpete : ZSH）は、臨床的に Bell麻痺と診断されている。すなわち、病名が同じでも病因
が異なるというミスマッチが生じている。また、HSV、VZV以外の EBウイルス（EBV）やサイトメガロウイルス
（CMV）、ヒトヘルペスウイルス６、７（HHV―6、HHV―7）、ムンプスウイルス（Mumps Virus）、ヒトＴ細胞白血病ウ
イルス１型（HTLV―1）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）も顔面神経麻痺を発症することが報告されているが、特徴的な
症状や所見を欠く症例では、ウイルス検索がされない限り Bell麻痺と診断される危険性がある。
いずれにしても、末梢性顔面神経麻痺の発症におけるウイルスの関与は大きく全体の７０％以上を占めることから、本

宿題報告の主題を「ウイルス性顔面神経麻痺」とした。そして、顔面神経麻痺の臨床において何が重要か。それは麻痺
の原因や病因、重症度を正しく診断すると同時に、病的共同運動や拘縮などの後遺症を残すことなく治癒させることで
ある。副題を「病態と後遺症克服のための新たな治療」としたのは、ウイルスによる神経障害の病態を多面的に捉え、
病態に即した効果的な治療を行い、後遺症を残さない新たな治療開発への想いからである。
本報告では、ウイルス性顔面神経麻痺を代表する Bell麻痺と Hunt症候群を中心に、長年の疑問や謎のひとつひとつ

を紐解きながら、その解答を探したい。

１． ウイルス性顔面神経麻痺に共通する症状、所見
Bell麻痺や Hunt症候群にはいくつかの共通する臨床症状や検査所見がある。それは、① 急性に麻痺が発症し、一

時悪化するも徐々に回復する。② 麻痺発症前に耳後部痛や肩こり、舌のしびれなどの前駆症状がある。③ Bell麻痺の
自然治癒率は約７０％で予後良好、Hunt症候群は約３０％で予後不良。④ ガドリニウムMRIで顔面神経が造影・増強さ
れる。⑤ 減荷手術所見で神経に充血や浮腫がみられる。⑥ 剖検所見で神経に炎症性細胞の浸潤、神経変性、うっ血、
血栓がみられるなどである。そして、Bell麻痺と Hunt症候群の主病因である HSVと VZVは、いずれも神経親和性の
強いヘルペス科ウイルスで、初感染後に知覚神経細胞に潜伏感染し、再活性化するという特徴を持つ。何と顔面神経麻
痺の既往のない健常者でも、約８０％に HSVや VZVが顔面神経の膝神経節に潜伏感染していることが報告されている。

２． ウイルス性顔面神経麻痺に残された課題
１） 病因はどこまで解明されたか？
Hunt症候群が VZVで発症することは周知の事実であるが、１９０７年に James Ramsay Huntが顔面神経の膝神経節に

おけるヘルペス性炎症で発症すると報告したときはまだ、ヘルペスがウイルスであることすら認識されておらず、しか
も帯状疱疹ウイルスが水痘ウイルスと同じウイルスであることが証明されたのは何と５０年後のことである。一方 Bell
麻痺は原因不明の特発性麻痺とされ、虚血やウイルス感染、自己免疫などさまざまな病因が提唱されてきた。そして、
１９７２年にMcCormickが膝神経節に潜伏感染している HSVの再活性化により発症するとの仮説を提唱して以来、血清
抗体価やウイルス培養など多くの研究がなされてきたが確固たる証拠を得るには至らなかった。演者は１９９６年に Bell
麻痺患者の減荷術時に採取した神経内液から PCRで HSV―DNAを高率に検出した。その後、唾液からも HSV―DNAが
検出されることが明らかになり、現在では Bell麻痺患者の多くが HSVで発症すると考えられている。しかし、その正
確な頻度が明らかでない一方で、Bell麻痺と診断される症例の８～２９％が Hunt症候群と同じ VZVで発症する ZSHで
あることが血清抗体や唾液 PCRの研究から明らかにされている。演者が現在考えている Bell麻痺の病因は、約６０％が
HSV、８～２９％が VZV、そして残りの１０～３０％はいまだ原因不明である（図１）。原因不明の中に未知のウイルスが存
在することは容易に推測できるが、実際にウイルスを同定・検出するのは容易ではない。多くの抗ウイルス薬が開発さ
れている現状を考慮すると、ウイルス学的検索は急務である。

２） 麻痺の病態
ウイルス性顔面神経麻痺の本態は神経炎による脱髄とそれに伴う神経浮腫で、腫脹した顔面神経が骨性の神経管内で

圧迫、絞扼されることで静脈還流が障害され、浮腫・絞扼・虚血の悪循環が神経変性を助長させるという病態が考えら
れている。しかし、浮腫や虚血がどのように作用して神経障害を来すかについては明らかにされていない。
⑴ 顔面神経の浮腫、腫脹は存在するか？
顔面神経減荷術の目的は治療であるが、神経の浮腫や腫脹が直接観察できるだけでなく、血流や神経伝導を測定でき
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る絶好の研究手段でもある。
減荷術を施行した Bell麻痺１７６例と Hunt症候群１１２例（計２８８例）を対象に、顔面神経のヘルニアや神経管の骨欠損

を検討した。神経ヘルニアは Bell麻痺２４例（１３．６％）、Hunt症候群１８例（１６．１％）に、骨欠損は Bell麻痺２８例
（１５．９％）、Hunt症候群１７例（１５．２％）にみられ、全症例の３０．２％に神経ヘルニアまたは骨欠損がみられた。そして、
神経ヘルニアや骨欠損のほとんどが鼓室部から錐体部に存在していたことから、腫脹した顔面神経が鼓室部の薄い神経
管を破壊してヘルニアが生じたと考えられた。また、神経ヘルニアは比較的早期手術例に多く、骨欠損は晩期手術例に
多くみられたことから、まず神経ヘルニアが生じ、ヘルニアが消退した後に骨欠損が残ったことが推測された。
⑵ 神経浮腫とMRIのガドリニウム造影・増強効果は関連するか？
Bell麻痺３９例、Hunt症候群１７例（計５６例）を対象に、減荷手術施行前にガドリニウム造影MRIを施行した。ガドリ

ニウムの造影・増強効果を Signal Intensity（SI）を用いて評価し、術中の神経腫脹の程度は Hondaらの基準に準じて３
段階評価した。内耳道底部から錐体部までは神経腫脹が強いほど SI increaseも高い値を示し、相関がみられた。そし
て、SI increaseの患側／健側比と神経腫脹はいずれも、麻痺発症２週以降に顕著であったことから、MRIのガドリニ
ウム造影・増強効果は神経浮腫の程度や経時的変化を反映していると考えられた。このことから、麻痺発症２週以降の
減荷術ではガドリニウム造影MRIの所見を参考に、手術アプローチや減荷範囲を決定することも十分考慮される。
⑶ 顔面神経の血流は低下しているか？
Bell麻痺１４例、Hunt症候群２２例を対象に減荷術時にドップラー血流計（Advance ALF21TM）を用いて顔面神経各部位

の血流を測定した（図２）。顔面神経の血流は Bell麻痺、Hunt症候群で差はなく、膝神経部で最も多く 17．1±5．1ml/
分/100g、次いで鼓室部 14．8±7．7ml/分/100g、乳突部 14．4±8．5ml/分/100gであった。一方、麻痺のない耳下腺部の
顔面神経本幹（４例）や舌下神経（５例）、迷走神経（３例）では各々 15．5±4．1ml/分/100g、14．8±9．7ml/分/100g、
14．0±12．1ml/分/100gで、Bell麻痺、Hunt症候群の血流と大差ないことから、少なくとも麻痺発症早期において顔面
神経の血流は低下していないことが明らかになった。
⑷ 顔面神経管の狭窄部位と神経障害は関連するか？
顔面神経には内耳道底部から迷路部に移行するmeatal segmentと鼓室部から乳突部に移行する錐体部の２カ所に神

経管の狭窄がある。この狭窄部位で腫脹した顔面神経が絞扼され障害されることが考えられている。
顔面神経の障害部位を明らかにするために NIM―ResponseTMを用いて、減荷術時に顔面神経の各部位を電気刺激して

誘発筋電位を導出した。経中頭蓋窩法併用による全減荷１１例、経乳突法４４例において、誘発筋電位が導出できたのは全
減荷の２例と経乳突法の９例、計１１例（２０．０％）であった。全減荷術の２例ではいずれも内耳道底部の刺激では誘発筋
電位が導出できなかったが、迷路部の刺激で導出できたことから、meatal segmentで神経が絞扼性の伝導障害をきた
していると考えられた。経乳突法では内耳道底部やmeatal segmentでの刺激ができないため、これらの部位における

図 1

日耳鼻 118―369



神経伝導障害の有無は判断できない。しかし、乳突部刺激で誘発筋電位が導出できた９例中１例に鼓室部刺激で導出で
きない症例が存在した。本症例では錐体部に神経ヘルニアを認め、この部位で伝導障害が生じていると考えられた。以
上、少数例ではあるが、顔面神経管狭窄部位での絞扼性伝導障害の可能性が示唆された。

３） 診断
⑴ Bell麻痺と Hunt症候群の鑑別診断は容易か？
耳介帯状疱疹や難聴・めまいを欠き臨床的に Bell麻痺と診断される ZSHは Bell麻痺の８～２９％存在する。また、

Hunt症候群でも顔面神経麻痺が耳介帯状疱疹や難聴・めまいに先行する約３０％の症例は初診時に Bell麻痺と診断され
ている。Hunt症候群の発症頻度が Bell麻痺の４分の１であることから、VZVで発症する顔面神経麻痺の約半数は初診
時に Bell麻痺と診断されており、抗ウイルス療法を行う上で問題になる。

VZVの再活性化では約６０％において血清抗体価（補体結合反応）の有意変動がみられるが、HSVではまれである。PCR
による DNA検出は迅速かつ高感度で早期ウイルス診断が期待できる。演者は過去に Hunt症候群において、耳介皮膚
を擦過し、その滲出液から VZV―DNAの検出を試みた。その結果、耳介の発赤や帯状疱疹を有する症例では全例、帯
状疱疹のない１３例からも９例（６９％）に VZV―DNAが検出できた。その９例中５例においては検査後に耳介帯状疱疹
が出現し、４例では出現しなかったことから、耳介皮膚擦過液からの VZV―DNA検出は、帯状疱疹遅発型の Hunt症候
群と ZSHの早期診断に有用であることが示唆された。一方、唾液からもウイルス DNAが検出できることから、１回
摂取の唾液サンプルを外来臨床検査としてオーダーし、VZV―DNA、HSV―DNAの検出と血清抗体価の変動を検討し
た。Bell麻痺では１６５例中１６例（９．７％）から HSV―DNAが、Hunt症候群では１３例中１１例（８４．６％）から VZV―DNAが
検出できた。しかし、VZVの抗体価のみ有意変動した ZSHの２０例からは３例（１５．０％）しか VZV―DNAは検出されな
かった。このことから、臨床検査ベースでの ZSHや Bell麻痺のウイルス診断は依然として困難といえる。
⑵ 麻痺の重症度と予後診断
麻痺の重症度を評価することは、薬物治療の選択や減荷術の適応決定に重要である。現在、わが国では４０点法（柳原

法）が、欧米では House―Brackmann（H―B）法や Sunnybrook法が用いられている。いずれも簡便で特別な装置を必要
としないが主観的評価であるため、検者間で評価に相違が生じることが欠点である。すなわち、医師により薬物治療の
レジメや減荷術の適応が異なったり、多施設で臨床試験を施行するにあたって治験医師間で麻痺の評価に相違があるの
は好ましくない。
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① 3―Dレーザースキャンによる客観的麻痺評価法の開発
Bell麻痺３５例、Hunt症候群１７例および１５例の健常ボランティアのデータをもとに、レーザースキャン 3―D形状計測

装置を用いて、顔面表情運動の定量的・客観的な評価方法を考案した。本評価システムは 2―Dビデオによる評価より
精度が高く、４０点法（柳原法）や H―B法とも強い相関性を有していた。従来の 2―D画像による評価法は、４０点法（柳原
法）や H―B法と互換性がなく、全く新しい方法であるため、馴染みにくいのが欠点である。今回開発した 3―D評価法
は、４０点法（柳原法）や H―B法と相関性が高く、互換性もあり便利である。
② 麻痺の重症度評価でどこまで正確な予後診断が可能か？
麻痺の予後予測は患者に安心感を与えたり、リハビリの適応を決めるのに重要である。麻痺の予後は誘発筋電図検査

で正確に予測できるが、一般外来では施行できず実地診療医とって予後診断は容易ではない。また、発症早期から患者
を診察している場合は、麻痺の経過や検査所見から予後診断ができるが、麻痺発症１カ月以降に突然受診した症例の予
後診断は困難である。
麻痺の回復を経時的に４０点法で評価できた４０２例の Bell麻痺患者のデータをもとに、予後診断ソフトを開発した。Ｘ

座標に麻痺発症からの日数を、Ｙ座標にスコアをインプットしてデータベースを作成した。本ソフトは患者の受診日と
現在の麻痺スコアさえ分かれば、いつでもどこでも予後診断ができる。当然のことながら、スコアの経時的な情報が多
いほど正確な予測ができる。

４） 薬物治療
Bell麻痺では病因・病態からステロイドを中心に抗ウイルス薬を併用した薬物治療が施行されているが、抗ウイルス

薬の併用に関しては明確なエビデンスがなく賛否両論がある。しかし、初診時に Bell麻痺と診断されている症例の中
に VZVで発症する ZSHや帯状疱疹遅発型の Hunt症候群が少なからず存在する。ウイルス学的にも早期鑑別診断が困
難であることから、これらに対応した薬物治療が必要である。
⑴ Bell麻痺の VZV感染に対応できる実践的薬物治療（図３）
ステロイドの量は麻痺の重症度により決定、抗ウイルス薬の量は VZVに対応できるプロトコールを作成し、初診時

に Bell麻痺と診断された１，２２９例に対し臨床試験を施行した。具体的には麻痺スコアにより、重症度を２４点以上と２２点
以下の２群に分け、２４点以上にはプレドニゾロン（PSL）30mg/日のみ初期投与し（Ａ群）、２２点以下の症例には PSL
60mg/日と VZV感染に対応できるバルトレックスを 3，000mg/日３日間初期投与する（Ｂ群）。３日後に再度重症度を
チェックして、Ａ群で１４点以下に悪化した場合は PSLを 60mg/日に増量して４日間投与、Ｂ群で１６点以上であれば PSL
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を 30mg/日に減量して漸減終了する。一方、３日目に帯状疱疹や難聴・めまいが発現した場合は Hunt症候群と診断
し、PSL 60mg/日とバルトレックス 3，000mg/日をさらに４日間継続する（Ｃ群）。
臨床的 Bell麻痺（Ａ群＋Ｂ群）１１９５例の完全治癒率（３６点以上の回復）は９５．３％、帯状疱疹遅発型 Hunt症候群（Ｃ

群）３９例の完全治癒率は８７．２％で、いずれも過去の臨床試験の成績よりも良好であった。治療成績の向上は、初診時に
Bell麻痺と診断された ZSHに対して十分な抗ウイルス療法ができたためと考えられた。事実、血清ウイルス抗体検査
が施行できた７９０例において、ZHSは７０例（８．９％）存在し、６５例（９２．６％）が完治していた。実践的薬物治療により、
初診時に Bell麻痺と診断される ZSHや帯状疱疹遅発 Hunt症候群の治療成績を向上させることができた。
⑵ ステロイドの鼓室内投与（図４）
減荷術所見で鼓室部に神経ヘルニアや骨欠損が高頻度（３０．２％）に認められたこと、また、側頭骨病理では約７０％の

健常人で鼓室部に微小裂隙（microfissure）が存在することから、動物での予備実験も含め、新たなドラッグデリバリ
ーシステムとして、ステロイドの鼓室内投与による上乗せ効果を検討した。
麻痺発症７日以内に受診したスコア２０点以下の Bell麻痺２４例と Hunt症候群７例を対象にした。Bell麻痺は PSL

60mg/日にバルトレックス 1，000mg/日を Hunt症候群は PSL 60mg/日にバルトレックス 3，000mg/日を併用して経口
投与し、同時にデカロドン 0．5mlを１０日間鼓室内投与した。対照は経口投与のみの Bell麻痺３１例、Hunt症候群２３例と
した。デカロドン鼓室内投与併用群では Bell麻痺で２４例中２３例（９５．８％）が、Hunt症候群で７例中６例（８５．７％）が
完全治癒した。一方、対照群での完全治癒は Bell麻痺で３１例中２８例（９０．３％）、Hunt症候群で２３例中１８例（７８．３％）
であったことから、デカロドン鼓室内投与の上乗せ効果が示された。
⑶ 薬物治療の戦略
VZV感染を考慮した Bell麻痺の実践的薬物治療で、９５．３％の完治率を達成することができた。しかし、初診時スコ

アが２２点以下で、３日後に１４点以下に悪化した症例の治癒率は９１．７％と低かった。一方、初診時スコアが２０点以下でス
テロイド鼓室内投与を併用した症例では９５．８％が完治した。ガドリウム造影MRIの所見から、顔面神経の腫脹は麻痺
発症数日経ってから始まり、神経管の破壊やヘルニアが形成される。したがって、Bell麻痺に対する薬物治療の戦略と
して、まず実践的薬物治療を開始し、３日後に１４点以下に悪化した症例に対してはステロイド鼓室内投与の併用を推奨
する。一方、Hunt症候群に対しては、ステロイドと抗ウイルス薬の経口投与のみでは８０％程度しか完治率が得られな
いため、スコアが２０点以下の症例には積極的にステロイドの鼓室内投与を併用することを推奨する。

５） 顔面神経減荷術
減荷術には経乳突法と経中頭蓋窩法がある。経乳突法では顔面神経の迷路部から乳突部まで、経中頭蓋窩法では内耳

道底部から鼓室部まで減荷でき、両アプローチを併用することで側頭骨内の顔面神経全減荷ができる。減荷術の有効性
に関してはアプローチも含め意見の相違があり、エビデンスグレードは C1「行うよう考慮してもよいが十分な科学的
根拠がない」からグレードＵ「評価するに十分な科学的根拠がない」までさまざまである。また、顔面神経減荷術には
顔面神経管のみを除去する bony decompressionと顔面神経上膜（神経鞘）を切開して開放する sheath decompression
があるが、神経鞘の切開に関しても賛否両論がある。
⑴ 顔面神経減荷術は有効か？ 経中頭蓋窩法 vs経乳突法
全減荷術と経乳突減荷術の効果を同一施設で比較した報告は少ない。演者の施設では経乳突法と経中頭蓋窩法を用い

ており、Bell麻痺５０例と Hunt症候群２５例を対象に、経中頭窩法併用による全減荷術（１５例）と経乳突減荷術（６０例）

図 4
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の効果を比較検討した。対照は減荷術の適応があったにもかかわらず手術を受けなかった Bell麻痺１２例と Hunt症候群
１２例とした。

Bell麻痺では全減荷術を施行した７例中６例（８５．７％）が３６点以上に治癒したのに対し、経乳突法では４３例中１５例
（３４．９％）に留まった。一方、Hunt症候群では全減荷術で８例中４例（５０．０％）、経乳突法では１７例中５例（２９．４％）
治癒し、いずれも全減荷群において治癒率が高かった。統計学的に有意な差が認められたのは、Bell麻痺の全減荷群と
対照群間および経乳突法群間で、それ以外は症例数が少ないためか有意差を認めなかった。しかし、Bell麻痺の経乳突
減荷群で３週間以内に手術を施行した症例に限ると、対照群に比して減荷術群で治癒率が有意に高かった。総合的にみ
て、Bell麻痺のほうが Hunt症候群より減荷術の効果が高く、しかも最終的な治癒率は、全減荷群が最も高く、次いで
経乳突法群、対照群であった。また、いずれのアプローチでも若年で早期手術例ほど麻痺の回復が良好であった。
⑵ 神経鞘の切開は是か非か？
顔面神経の外膜、すなわち神経鞘はタイトで厚く、表面には豊富な血管が走行している。減荷術における神経鞘切開

の意義は神経内圧の減圧であるが、同時に神経鞘表面の血管が部分的に切断されるため、血流が低下したり、神経自体
が機械的に損傷される危険性がある。すなわち、神経鞘切開による神経内圧減圧効果と血管切断による循環障害が神経
伝導にどのような影響をおよぼすかにより、神経鞘切開の是非が決まる。
① 神経鞘切開が血流におよぼす影響
Bell麻痺１４例、Hunt症候群２２例を対象に神経鞘切開前後の血流変化をドップラー血流計で測定した。神経鞘切開前

の顔面神経血流は部位により異なっていたが 12．2～17．1ml/分/100gで、神経鞘切開後の神経内血流は 7．5～11．1ml/
分/100gであった。単純に考えると神経鞘切開により血流が約３０～４０％減少したと考えられるが、神経鞘切開後に血流
が増加した症例も少なからず存在した。神経鞘切開前の血流は神経鞘表面の血流を、神経鞘切開後の血流は神経内部の
血流を測定したもので、必ずしも神経鞘の血管切断が神経内血流の減少を招いたかどうかは明らかではない。
また、神経の腫脹と血流について検討すると、いずれの部位でも神経腫脹が強かった部位ほど神経鞘の血流が悪く、

神経内圧の上昇が神経鞘血流に影響していることが示唆された。
② 神経鞘切開が神経伝導におよぼす影響
NIM―ResponseTMを用いて、術中に顔面神経を直接電気刺激して誘発筋電位が導出できた Bell麻痺７例と Hunt症候

群１例を対象に、神経鞘切開前後の誘発筋電位の変化を検討した。８例全例、神経鞘切開後に誘発筋電位の低下はみら
れなかった。また、４例において術後１週間後に誘発筋電図検査を再検したところ、１例で ENoG値が５．６％から０％
に低下していたが、残り３例では変化はみられなかった。それどころか、驚いたことにmeatal segmentで伝導障害を
認めた１例と錐体部で伝導障害を認めた１例において、神経鞘切開後に誘発筋電位が導出できるようになった。これは
神経鞘を切開したことで絞扼が解除され、変性を免れていた線維の神経伝導が正常化したと考えられた。理想的に神経
鞘が切開された場合には、神経血流は減少する可能性があるが、神経が機械的に損傷される危険性は低く、むしろ神経
鞘切開により神経絞扼が解除されることで神経伝導が再開通し、さらなる神経変性も防止できると考えられた。
⑶ 顔面神経減荷術症例の予後診断は可能か？
一般に減荷術が適応される症例は、麻痺スコア８点以下かつ ENoG値１０％以下で予後不良と診断された症例である。

しかし、実際には減荷術により完治する予後良好例も少なからず存在する。減荷術を受けた患者が完治するかしないか
の予後診断も重要と思わるが減荷術施行例における予後診断はいまだ確立されていない。
① 術中神経モニタリングによる麻痺の予後診断
顔面神経の術中神経モニタリングは、聴神経腫瘍手術などにおいて顔面神経を同定し、神経損傷を防止するために有

用である。しかし、Bell麻痺や Hunt症候群の減荷術例では、ENoG値が１０％以下であり、術中に神経を直接刺激して
も誘発筋電位が導出できる症例は少ない。事実、自験例でも術中刺激で誘発筋電位が導出できたのは全手術症例の僅か
２０％であった。そして、誘発筋電位が導出できた１０例では９例（９０．０％）が３６点以上に完治したのに対し、誘発筋電位
が導出されなかった３４例では１４例（４１．２％）に留まり、両者間に有意な差を認めた。このことから、術中神経モニタリ
ングは麻痺の予後診断ツールになることが考えられた。
術前に施行する誘発筋電図検査は経皮的に耳下腺部の顔面神経を刺激し、口輪筋から筋電位を導出するもので、皮膚

や軟部組織の抵抗のため必ずしも正確に神経変性の評価ができないのが欠点であり、限界でもある。これに対し術中モ
ニタリングは直接顔面神経を刺激できるため ENoGなどの経皮刺激よりも正確に神経変性の程度が診断できる。
② 神経ヘルニア、骨欠損と麻痺の予後
ヘルニアや骨欠損の形成は、顔面神経の腫脹の強さと神経管の厚さ、裂隙の有無により左右される。しかし、それら

は神経の腫脹や浮腫の程度を反映し、ヘルニアを有する症例では錐体部で神経が嵌頓し絞扼されている。神経ヘルニア
あるいは骨欠損を有する７０例と有しない１４７例の予後を比較検討した。神経ヘルニアまたは骨欠損を有した症例では、
３６点以上に完治した症例は７０例中２１例（３０．０％）であったのに対し、神経ヘルニアも骨欠損も有しなかった症例では
１４７例中７０例（４７．７％）が完治し、有意な差をみとめた。また、経乳突減荷術を施行し、術中神経モニタリングで誘発
筋電位が導出されなかったにもかかわらず完治した８例では１例のみに骨欠損がみられたのに対し、３０点以下の回復に
留まった症例１２例では５例に神経ヘルニア、１例に骨欠損がみられた。逆に術中神経モニタリングで誘発筋電位が導出
されたにもかかわらず完治しなかった１例には神経ヘルニアがみられた。このことから、神経ヘルニアや骨欠損の有無
は予後不良因子の一つと考えられた。
以上のことから、これまでに減荷術後の予後良好因子とされてきた若年者、早期手術施行に加え、以下の因子が予後
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良好因子になると考えられた。ⅰ 経中頭蓋窩法による全減荷術施行、ⅱ 術中誘発筋電位導出、ⅲ 神経ヘルニアや骨
欠損がない。

６） 究極の治療は何か？
顔面神経麻痺治療の最終目標は後遺症を残さず完全治癒させることである。しかし、究極の治療は何か？それは麻痺

発症させない、つまり麻痺発症の予防である。
⑴ 水痘ワクチンのよる Hunt症候群の予防は可能か
２００５年に米国で６０歳以上の健康成人を対象に、帯状疱疹ワクチン（VZV Oka生ワクチン）を用いた帯状疱疹発症と
帯状疱疹後疼痛（PHN）の予防に関する大規模臨床試験が施行された。そして、帯状疱疹の発症率が５１．３％、PHNの
発症率が６６．５％減少し、帯状疱疹の予防効果と PHNの軽減効果が報告された。その５年前の２０００年、著者らは５２人の
小児 Hunt症候群を retrospectiveに調査し、その中に水痘ワクチン接種者が一人もいなかったことから、幼少時の水痘
ワクチン接種で Hunt症候群の発症が予防できるという大胆な仮説を提唱した。それを検証するため、水痘ワクチンが
導入される以前の１０年間（１９７６年～１９８６年）と導入初期の１０年間（１９８７年～１９９７年）、それ以降の１０年間（１９９８年～２００８
年）の３０年間における愛媛県内における小児 Hunt症候群の発症頻度を retrospectiveに検討した。Hunt症候群の発症
率の変化は Bell麻痺と Hunt症候群総数との比で検討したが、ワクチン導入前は２１．８％、導入後の１０年は２４．５％に軽度
上昇し、その後の１０年間は急激に減少し１１．９％になっていた。
また、２００３年から２０１２年の１０年間に名古屋市立大学を受診した小児の Hunt症候群と Bell麻痺について、血清抗体価

も含め VZVの関与について検討した。２１例において VZV抗体に有意変動がみられたが、水痘ワクチンの接種既往者は
５例であった。そのうち１例のみ耳介帯状疱疹が発現し Hunt症候群と診断されたが、残りの５例は顔面神経麻痺のみ
で Bell麻痺と診断されていた。いわゆる耳介帯状疱疹や難聴・めまいを欠く ZSHであった。VZV抗体が有意に変動し
た６例のうち３例ではワクチン接種後に水痘に罹患しており、ワクチン接種で十分な免疫が誘導されず、野生株に感染
し、Hunt症候群を発症したことが考えられる。残りの３例もワクチン効果が不十分で野生株に感染した可能性がある
が、皮疹が発現しない不顕性感染であった可能性が考えられた。いずれにしても、ワクチン接種した６例すべて麻痺は
４０点に完治しており、VZVの再活性化は生じていても、不顕性感染に留まり、麻痺の予後も良好であった。
水痘ワクチンは２０１４年に定期接種化されたが、それまでは任意接種であった。水痘ワクチンの接種率が向上すると小

児の水痘患者が減少し、集団免疫の低下と VZVに曝露する機会が減少する。その結果、VZV特異的細胞性免疫にブー
スターがかからず、水痘既感染者における Hunt症候群や帯状疱疹の発症が一時的に増加する。しかし、一方で水痘ワ
クチン接種者は発症しにくいため、数十年後には帯状疱疹や Hunt症候群は激減し、発症しても軽症に留まり、減荷術
の適応者はいなくなることが予測される。

３． おわりに
Bell麻痺と Hunt症候群を中心に、ウイルス性顔面神経麻痺の臨床症状、検査、画像、減荷術所見を多面的に捉え、

病態の解明と新たな治療を試みた。しかし、ウイルス性神経炎による神経浮腫と神経管内での絞扼性障害というこれま
での病態説を大きく覆すには至らなかた。ドップラー血流計や NIM―ResponseTMで神経血流や神経伝導を測定し、従来
の仮説を客観的に実証できたが、改めて先人の先見の明に敬服する。
科学や学問は一つ一つの積み重ねであり、一つの疑問が解決されると、それから新たな疑問が生まれる。本報告にお

いても、手術や薬物治療の工夫により後遺症を残す症例を幾分か減すことができたが、克服できたわけではない。また、
神経ヘルニアや骨欠損がなく、術中モニタリングで誘発筋電位が導出できる症例の予後が良好であることが示された。
しかし、これらの症例は神経障害が比較的軽度であったことで説明できる。一方、神経ヘルニアや骨欠損があり術中誘
発筋電位が導出できなかった症例でも、治癒した症例が存在した。浮腫が強く、神経変性が高度にもかかわらず治癒し
たのは何故か？治癒しないはずの麻痺が治癒する。予期せぬものの中にこそ、大きな発見が潜んでおりサプライズが生
まれる。既成概念を捨て、予期せぬものの謎を解き、ウイルス性顔面神経麻痺の治療にブレークスルーが生れることを
期待する。
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宿題報告⑵

難聴の遺伝子診断とその社会的貢献

宇佐美真一
信州大学医学部耳鼻咽喉科

なぜ遺伝子診断か
難聴は言うまでもなく症状名であり診断名ではない。内科医が腹痛という症状の原因を調べ最適な治療を考えるのと

同様に、耳鼻咽喉科医が難聴という症状の原因を調べ、原因に応じた最適な医療を提供するのはごく自然な診療プロセ
スである。従来、原因不明であった難聴も遺伝子解析の進展により、そのメカニズムが次第に明らかになり、難聴を原
因遺伝子ごとに再分類できるようになってきた。現在、多くの自治体で新生児聴覚スクリーニング検査が実施され、難
聴児が早期に発見されるようになってきている。それに伴い早期に原因診断を行う必要性が高まってきた。先天性難聴
の少なくとも５０％は遺伝子の関与によるものと推測されており、また遅発性の進行性難聴にも遺伝子が関与しているこ
とが明らかになっている。したがって、正確な原因検索とその後の治療法の選択の際には遺伝子診断が必要不可欠にな
ってきているのが現状である。

基礎研究の進歩と臨床へのフィードバック
難聴の原因遺伝子である GJB2 遺伝子変異が１９９７年に発見されて以来、国内外で難聴の遺伝子解析研究および原因遺

伝子に関する基礎研究が積極的に進められてきた。われわれの研究室でも日本人難聴患者から数多くの遺伝子変異を見
出し報告するとともに、臨床的な視点からそれぞれの難聴の特徴を明らかにしていく取り組みを行ってきた。
さらに基礎研究の成果を臨床にフィードバックし患者に還元することを目標に、この十数年の間いろいろな形で新し

い難聴医療を提案し実施してきた。遺伝子解析を臨床検査として確立するためには精度管理が重要であることは言うま
でもない。われわれが提案した「先天性難聴の遺伝子診断」はそれらの必要条件をクリアし２００８年に先進医療として認
められ全国の共同実施施設で検査が行われた。また、その有効性が認められ、２０１２年４月からは保険診療として臨床現
場で実施できるようになった。現在全国の大学病院や拠点病院など約１００の施設で年間約６００件の遺伝子診断が実施さ
れ、難聴の診療に役立てられている。遺伝子診断により難聴の原因が科学的に解明され、難聴の程度の予測、進行性の
有無、合併症の推測、各々に適したオーダーメイド治療や予防について有用な情報が得られるようになっている。
また、２００３年にヒトゲノム解読宣言がなされたあと、遺伝子解析技術は急速に発達している。特に、次世代シーケン

サーと呼ばれる強力な解析機器が登場し、多くの遺伝子を同時に解析することが可能となった。われわれは次世代シー
ケンサーを用いた網羅的解析を行うことで、今までほとんど知られていなかった稀な難聴原因遺伝子変異を見出し、患
者の臨床像を明らかにすることができた。また２，０００名を越える難聴患者に対し次世代シーケンサーを用いた大規模解
析を行うことによって、日本人難聴患者における遺伝子変異の頻度を明らかにすることができた。その結果、日本人難
聴患者に関与する難聴遺伝子変異の内訳は GJB2 遺伝子が圧倒的に多く、次いで SLC26A4、MYO15A、CDH23 などの
比較的頻度が高い遺伝子が占め、残りは多くの稀な遺伝子から成り立っていることが明らかになった。現在、次世代シ
ークエンサー解析の結果を基に日本人難聴患者のデータベースが構築するとともに、遺伝子疫学データをもとに精度の
高い遺伝子解析が進められている。また、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析に関しても、今年中に臨床応用さ
れる計画で準備を行っている。

オーダーメイド医療、療育への発展
治療面では人工内耳の登場によって重度難聴の患者でも聴覚を利用して言語を習得することが可能になった。遺伝子

解析研究を行うなかで、難聴患者の約１０％は低音部に残存聴力を有する高音障害型の聴力像を呈する難聴患者であるこ
とが明らかとなった。しかしながら、このような聴力像を有する症例に対しては、低音域の残存聴力があるために補聴
器の調整が難しく、保険診療の範囲内に有効な治療法がない状況であった。われわれはこのようなアンメット・メディ
カルニーズを満たす医療として、残存聴力活用型人工内耳（EAS）に着目し、高度医療として実施し臨床現場で実用化
できるように努めるとともに、遺伝子診断ともリンクさせた新しい医療の提案を行ってきた。一連の研究を通じて難聴
のサブタイプに応じた新しい医療を実用化できたと考えている。
２０１４年１月にはわが国の小児人工内耳の適応基準が改訂され、手術の低年齢化、両耳装用に加え、遺伝子診断が適応
基準に追加された。人工内耳の効果には年齢をはじめ多くの因子が関与しているが、原因が内耳に存在することが明ら
かとなれば、人工内耳の効果が期待できること、また高度の難聴を引き起こす難聴遺伝子変異が同定された場合難聴児
の成長を待っても難聴は改善しないことなど、遺伝子診断は人工内耳の適応や効果予測にも重要な因子であることが明
らかになってきた。また最適な電極を選択する際にも遺伝子の情報が役に立つ場合が多い。さらには、マッピングや療
育の方法などに関しても遺伝子の情報が有用であることが明らかとなってきている。個々の患者に対し、原因に応じた
最適な医療とそれに引き続くオーダーメイドの療育を考える上で遺伝子診断がますます重要な役割を担うようになって
きている。
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遺伝、遺伝子に対する正しい理解のために
遺伝子診断が日常診療で一般化される一方で、遺伝、遺伝子といったものにいまだ多くの誤解や偏見があるのも事実

である。遺伝子は親から子に伝わるものであるが、とかく遺伝を家族や親類といった単位で考えがちであり、家族の中
で責任論として捉えてしまうことも多い。学会などでも、「遺伝子異常」という誤解を招きやすい用語が用いられる場
面を目にすることがあるが、遺伝子の配列はどんな人でも個々で異なるのであって、「正常」な遺伝子というのは存在
しないという理解が必要である。ヒトの全ゲノムが明らかになり、誰でも非常に多くの遺伝子変異を持っていることが
明らかになってきている。そこで、代表的な難聴遺伝子変異のルーツを調べるためのシステマティックレビューを行い
検討した。その結果、それぞれの変異は人類の長い旅の途中でたまたま起こったものであることが明らかになったが、
遺伝子診断の説明の際には、遺伝や遺伝子変異の分かりやすい丁寧な説明を行い、決してその個人に責任があるわけで
はないことを正しく理解してもらう必要がある。
現在、遺伝子診断は難聴の診断や治療を考える上で必要不可欠な診断ツールとなったが、それに伴う遺伝カウンセリ

ングの充実が求められている。個々の症例に対して正しい理解をしてもらうために、「難聴カウンセリング」と「遺伝
カウンセリング」の両者が必要であることを強調してきたが、このような新しい医療の普及には単一施設のみでは不可
能であるため、研究会などを通じてセミナーを定期的に開催し底上げをはかるとともに、遺伝子診断を軸にした新しい
難聴医療を提供できる耳鼻咽喉科専門医の育成を続けて行きたいと考えている。
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シンポジウム⑴ 音声外科のすべて―過去から未来へ―

司会のことば

大森 孝一
福島県立医科大学耳鼻咽喉科
兵頭 政光
高知大学医学部耳鼻咽喉科

音声は人のコミュニケーション手段として極めて重要な役割を担っており、その障害は QOLを大きく損ねることに
なる。音声は肺からの呼気流が声帯を振動させ、空気の疎密波を生成することで得られる。すなわち音声障害は声帯振
動障害としてとらえることができる。正常な音声機能を得るための条件としては、
１） 両側声帯の対称性
２） 声帯の均質性
３） 声帯の層構造
４） 声帯の適切な粘弾性
５） 声帯の適切な質量
６） 発声時の声門閉鎖
などが挙げられる。音声障害の治療は、薬物治療や音声治療による保存的治療と外科的治療に分けられる。特に喉頭の
良性病変に対して音声改善を目的として行われる外科的治療を音声外科と呼ぶが、その役割は単に病変を切除するだけ
でなく上記の条件を整えることにある。そのためのアプローチには喉頭微細手術に代表される内腔からのアプローチ
と、喉頭枠組み手術に代表される経皮的アプローチがある。近年、これらの手術における工夫や手技が数多く報告され
るようになり、それにともなって治療成績も向上してきている。
今回のシンポジウムでは世界をリードしてきたわが国の音声外科の歴史を振り返りながら、未来にむけて最新の治療

手技と目指す方向性を４名の先生方に紹介していただくとともに、１名の先生より特別発言をいただく予定である。

齋藤康一郎先生（慶應大学）には喉頭微細手術（ラリンゴマイクロサージェリー）における術前評価、特にストロボ
スコープ検査の有用性と観察のポイント、喉頭鏡挿入から病変切除の基本的手技、および術後の管理や言語聴覚士との
連携についてお話しいただく。喉頭微細手術は音声外科の基本的な手技であるが、適切な術前評価や繊細な手術手技が
求められる。これらの点を含めてご講演いただく予定である。
声帯内注入術は歴史的にはテフロンやシリコンなどを経て、現在は自家脂肪、コラーゲン、ハイドロキシアパタイト

が注入剤として主に使用されている。手術手技が比較的容易である一方、経時的吸収やアレルギー反応、保険適応など
の問題点がある。二藤隆春先生（東京大学）には、声帯内注入剤の歴史的変遷や本治療の適応と注意点、そして増殖因
子などを用いた新たな治療展開についてお話しいただく。
一側声帯麻痺などに対する甲状軟骨形成術Ⅰ型や披裂軟骨内転術は一色らにより報告され、現在では世界でもその有

用性が認知されている優れた手術法である。また、最近では痙攣性発声障害に対する甲状軟骨形成術Ⅱ型や声のピッチ
上昇を目的としたⅣ型なども数多く行われるようになっている。これらの喉頭枠組み手術は日本が世界をリードしてき
たと言っても過言ではない。梅野博仁先生（久留米大学）には、喉頭枠組み手術の意義とよりよい手術効果を得るため
の術前シミュレーションについてお話しいただく予定である。
再生医療は近年、急速に研究が進んでおり一部では臨床試験も開始されている。喉頭疾患においても再生医療は将来

有望な治療法と考えられており、既に声帯瘢痕を対象とした治験も開始されている。平野 滋先生（京都大学）には、
喉頭の再生医療の現状と将来展望についてお話しいただく。
また今回、本邦における音声外科を発展・普及させてこられた先生のお一人である福田宏之先生（東海大学東京病院）

には、先人たちが取り組んでこられた喉頭研究と、その成果を実際の手術にどのように取り入れてこられたのかなどに
ついての特別発言をいただく。あわせて今後の音声外科の方向性や若い世代へのメッセージもいただけるものと思って
いる。

音声外科のすべてをこの短時間で網羅することはできないが、各演者がそれぞれのテーマについてポイントをついた
講演をして頂き、音声障害に対する外科治療について、過去から未来へとつながるマイルストーンとなるようなシンポ
ジウムになることを期待している。音声障害に対する治療は簡単そうにみえて、実は非常に奥が深い。一方で、適切な
診断と治療がなされれば手術効果が直ちに症状の改善として現れ、患者の受ける恩恵は非常に大きいものがある。本シ
ンポジウムが会員諸兄諸姉の音声障害診療に役立つことを確信している。
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喉頭微細手術（ラリンゴマイクロサージェリー）

齋藤康一郎
杏林大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸科

音声外科という言葉は、ヒトの声を修復し、改善する外科的手技の総称である。この手技には、１）喉頭微細手術、２）
喉頭枠組み手術、３）喉頭注入術、４）喉頭の神経再支配を目指す手術、が含まれるが、本講演では、phonomicrosurgery
と称される、直達鏡経由で行う喉頭の顕微鏡下手術について述べる。
喉頭の顕微鏡下手術は、１９５０年代から６０年代初頭にかけ、microlayngoscopyという手技として、ドイツの Kleinsasser

と米国の Jakoが競うように器具や手技の開発を進め、本邦にも斎藤が導入し、広まることとなった。現在、喉頭微細
手術は、音声外科、喉頭の良悪性腫瘍の三次元的な広がりと病理組織の診断、あるいはこれら腫瘍性疾患の治療目的に
用いられている。これらのうち、特に今回取り上げる音声外科手術目的に行われる場合、平野の同定した、声帯は「声
帯筋を主体とするボディー」と、「粘膜上皮および粘膜固有層浅層からなるカバー」の二層構造からなる振動体である
という概念ならびに、「移行部」としての粘膜固有層の中間層と深層を含めて声帯遊離縁は五層構造からなるという解
剖の理解は欠くことができない。なお、声帯ポリープや声帯結節といった炎症性の疾患のみならず、良性腫瘍の喉頭乳
頭腫、あるいは悪性の喉頭癌においても、音声外科の手技が用いられる場面は多い。以下、喉頭微細手術を行うに際し、
術前、術中、術後においてポイントとなる事項を挙げる。

〈術前〉
まず、病態の正確な評価を行う必要がある。病変の状態を正確に把握する内視鏡検査としては、白色光でのビデオス

コープによる観察と、ストロボ光での前方斜視型喉頭鏡による観察の両者を併用することが推奨される。ビデオスコー
プにより、座位で患者にとって比較的自然な状態での喉頭像が観察できる。声帯のみならず、喉頭全体のダイナミック
な動きや、舌根部、喉頭蓋谷、梨状陥凹といった喉頭周辺の状況もひととおり観察しておく。複数の母音や文章音読な
どの発声中の喉頭像を観察することとなるが、肉眼的には判然としない小さな結節など、粘膜に、肉眼的には判然とし
ない小さな結節などの不整な部分が存在すると、発声時に当該部位で呼気・気道液の流れが乱流となるため、気道液が
泡沫状となる様子が視認される。この bubblingと呼ばれる現象は、声帯に存在する病変を示唆する目印のひとつとし
て有用である。さらに、疾患によっては、狭帯域光観察（narrow band imaging, NBI）のような画像強調観察（Image―
Enhanced Endoscopy, IEE）を併用することで診断精度を増すことができる。またストロボ光での観察では、声帯振動
をスローモーション像として幻視することができる。特に前方斜視型喉頭鏡を用いると、音声障害の原因となっている
病変の位置や形態と発声時の声帯振動を併せて高解像度で観察可能である。無関位発声だけではなく、裏声や強い呼吸
といったタスクを課して検査を行い、録画した画像をスロー再生して検討することで、どのような病変が、いかに発声
時の声門閉鎖や声帯運動を障害し、患者の主訴に関与しているかという病態を詳細に確認することができる。これらの
内視鏡検査により病変の位置や形態を把握したうえで、施術前に手術のイメージングを行う。イメージにバリエーショ
ンが多いほど、術中にも臨機応変な対応が可能となる。なお、声の聴覚的要素は １）高さ、２）大きさ、３）長さ（持続
性）、４）音色（音質）であるが、音声障害の病態の詳述、障害程度の客観的数値化のため、できれば声の検査として音
声機能検査と音響分析を行っておくとよい。１）～３）を評価する音声機能検査としては、「声の高さと強さに関する検査」
と「空気力学的検査」を、３）を評価する音響分析としては、「デジタル音響分析」と「サウンドスペクトログラフィー」
をそれぞれ行う。なお、本邦は典型的な高齢化社会であり、基本周波数の変化、声域幅や声の高さの声域幅の狭小化、
基本周波数や振幅のゆらぎ、あるいは雑音成分の増加といった加齢に伴う変化を念頭に、検査結果を解釈する必要があ
る。なお、声の検査で得られる種々のパラメーターは、それぞれ複雑な発声機能の一断面しか表現しないものであり、
複数のパラメーターを内視鏡検査とも総合的に組み合わせることで、音声障害の複雑な病態の詳述に威力を発揮する。

〈術中〉
気道確保目的に挿管チューブが留置されるが、phonomicrosurgeryに際しては、声帯や病変を傷つけない愛護的な挿

管操作が必要である。また、留置される挿管チューブによる声帯への機械刺激は避けがたく、さらに術中の視野確保目
的に喉頭や気管を助手が圧排あるいは持ち上げる際に、挿管チューブの屈曲や先端位置のズレが生じ、換気不良となる
こともある。良好な視野の確保と安全で快適な鉗子操作のためには、挿管チューブは細径であることが望ましく、その
固定も、開口を妨げない位置に工夫するとよい。このように、挿管から抜管まで、術中の麻酔科医師との連携は重要で
あり、術前から情報を共有しておく必要がある。目的と患者に合った、適切な喉頭直達鏡を選択して良好な手術視野を
確保する際には、マウスピースを用いて上顎歯牙の損傷を防ぐ。喉頭直達鏡は、舌にかかった喉頭鏡で頭部を吊り下げ
るように suspension laryngoscopyの原理で使用するのがよい。患者の体位は下顎を伸展させ、頸部は前屈した、いわ
ゆる Boyce―Jacksonの体位がよいとされる。甲状軟骨下縁から輪状軟骨付近にかけてテープによる counterpressureを
かける、あるいは助手の手指によるmanual counterpressureをかけることも必要な視野の確保に有効な場合が多々あ
る。術中に特に回避すべきは、粘膜の過剰切除であり、また前連合部位での両側声帯粘膜の損傷は喉頭横隔膜症とそれ
に伴う音声の悪化を招くことから避ける必要がある。なお、phonomicrosurgeryに際しては、ポリープ、結節、ポリー
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プ様声帯あるいは嚢胞といった隆起性病変を除去する場合が多い。このような、病変の首座が粘膜固有層の浅層にある
病変に対し、粘膜上皮をマイクロフラップとして挙上し、病変を除去した後に保護したフラップを redrapeするという
術式が、１９９０年代に欧米で一気に広まり、現在は標準的な概念となっている。マイクロフラップという言葉は用いてい
ないが、本邦において同様のコンセプトの手術が１９７０年代から国内で報告されていることは興味深い。手技や器具の詳
細は講演で述べるが、鉗子を片手に、あるいは両手それぞれに持つ場合いずれに際しても、術者は椅子の高さや顕微鏡
の焦点距離を調節し、肩に力の入らない、リラックスした無理のない姿勢をとり、鉗子を喉頭鏡の縁に添えるなどの方
法で安定させて施術する。また、疾患や視野によっては、内視鏡を併用するとよい。マイクロフラップという言葉が多
用され、新たな器具としてマイクロデブリッダーの利用などがなされるようになった現在でも、本術式の創世記から現
在まで、「患者声帯の機能と形態を改善させる（正常に近づける）」という基本概念は共通しており、新旧の方法を適切
に組み合わせることが求められる。

〈術後〉
術後、完全沈黙とすべきか、声の使用制限に留めれば十分であるかに関しては、結論がでていない。現時点では、術

直後に無制限に声を使用するよりは、声を休めたほうが良好な創傷治癒に貢献するとされている。なお、術後に声の検
査を行うことで、治療効果を数値化して術前と比較し、客観的に評価・提示することができる。ただし、検査の数値の
改善が必ずしも患者の自覚症状の改善を意味するものではなく、患者は主として「日常会話時の発声のしやすさと声の
質」から自分の音声を評価するということを、結果の解釈に際して忘れてはならない。また、特に声帯結節やポリープ
様声帯のような疾患を取り扱う際には、声の衛生指導、禁煙、胃食道逆流症のコントロールといった、生活習慣指導や
投薬も重要となる。言語聴覚士をはじめとしたコメディカルとも連携し、声帯だけを診るのではなく、総合的に患者を
ケアすることが肝要である。
本講演では、喉頭微細手術ならびに関係する喉頭の解剖や検査などに関し、歴史的な進歩のランドマークとなった数々

の先駆者達の仕事を振り返りつつ、自験例を交えてその基本を概説する。今後を担う若い世代の耳鼻咽喉科医師達にと
って、phonomicrosurgeryに興味をもつきっかけとなればと祈念している。
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声帯内注入術

二藤 隆春
東京大学医学部耳鼻咽喉科

１． はじめに
声帯内注入術は声帯麻痺や声帯萎縮症、声帯溝症などに起因する声門閉鎖不全に対し、声帯の質量増加や内方移動に

よる音声改善を目的として、生体材料や異物を声帯内に注入する外科的治療法である。頸部外切開を必要とせず低侵襲
であるため、さまざまな患者の状態や希望に対応可能であり、現在、主要な音声外科手術のひとつとなっている。本シ
ンポジウムでは声帯内注入術の歴史を振り返りつつ、手術の適応や手技、将来への課題について解説する。

２． 注入材料について
１９１１年に Brüningsが報告したパラフィンを用いた声帯内注入術は炎症反応などの問題によりいったん途絶えてしま
ったが、１９５０年代にさまざまな注入材料で再び行われるようになった。ポリテトラフルオロエチレン（テフロン）
（Arnold、１９６２）は欧米で広く普及したが、肉芽腫形成が問題となり利用されなくなった。本邦を中心に利用され、組
織親和性や非吸収性、硬度の自在性など優れた特徴を持っていたシリコン（Rubin、１９６５；福田、１９７０）も、ヒトアジ
ュバント病が引き起こされる可能性が指摘され、材料の入手が困難となった。１９８０年代に入り、ウシ真皮由来のアテロ
コラーゲンが声帯内注入に利用されはじめ（Ford、１９８４）、利便性の高さから広く普及した。自家コラーゲン（Ford、
１９９５）やヒトの遺体から採取された同種コラーゲン（Lundy、２００３）も報告されている。近年はより安全な生体材料が
求められ、自家脂肪（Mikaelian、１９９１）は現在においても主要な注入材料として活用されている。筋膜の注入も報告
されたが（Rihkanen、１９９８）、現在は声帯を切開し挿入する方法として発展している（Tsunoda、１９９９）。そのほか、バ
イオ製造技術の発達により、粘膜固有層浅層の粘弾性に重要な役割を果たすヒアルロン酸の製品が生産されるようにな
り、声帯内注入に利用されている（Hertegard、２００２）。また、硬化する前にペースト状であるハイドロキシアパタイト
の注入が報告されている（塩谷、２００４；Rosen、２００４）。

３． 注入法について
注入法には全身麻酔での経口的アプローチ（喉頭直達鏡下）と、局所麻酔での経鼻・経口的および経皮的アプローチ

があり、経皮的アプローチには甲状舌骨膜経由（Amin、２００６）、甲状軟骨経由（Berke、１９９９）、輪状甲状膜経由があ
る。各アプローチ法にはそれぞれ特徴があり、注入材料や患者の希望、医師の経験に従って選択される。

４． 声帯内注入術の適応と限界
声帯内注入術は声帯麻痺や声帯萎縮症、声帯溝症など声門閉鎖不全を呈する疾患全般が対象となり、特に声帯膜様部

の閉鎖不全が良い適応である。注入により音声機能のみならず嚥下機能の改善が得られる場合もある。喉頭所見や患者
の状態・希望、ほかの術式との組み合わせに応じて、最適な注入材料と注入法を選択する。咽頭反射が強い場合や精確
な注入が求められる場合、太い注入針を要する場合は全身麻酔下で行う。軽度の声門閉鎖不全を微調整したい場合や、
声帯麻痺が回復する可能性のある場合は吸収性の高い材料が有用である。発声時の声門後部間隙が広い場合やレベル差
のある場合は一般的に披裂軟骨内転術や甲状軟骨形成術Ⅰ型が選択されるが、自家脂肪（Umeno、２００５）やハイドロ
キシアパタイト（大久保、２００７）の声帯突起後外方注入による内転効果も報告されている。
一方、声帯粘膜の萎縮や瘢痕、深い溝状陥凹への治療効果には限界がある。粘膜固有層浅層（ラインケ腔）に注入す

ると、材料や量によっては粘膜の緊張が増してかえって声帯振動の悪化を招く可能性がある。瘢痕に対してステロイド
（ケナコルトⓇ―Ａなど）の声帯注射が行われているが、限定的な効果にとどまっている。近年、粘膜固有層浅層のヒア
ルロン酸の増加を目的として、再生医学的アプローチである塩基性線維芽細胞増殖因子 b―FGF（Hirano、２０１３）や肝
細胞増殖因子 HGFなどの声帯注射が試みられている。

５． 声帯内注入術の現状
現在、本邦では多くの施設で声帯内注入術が行われているが、主に利用されている注入材料は、生体材料が自家脂

肪、人工材料がアテロコラーゲン、ハイドロシキアパタイトである（表）。
① 自家脂肪
自家脂肪は自家組織であるという高い安全性により、最も普及した注入材料のひとつとなっている。注入する脂肪の

採取は、腹部から注射針で採取する方法と皮膚切開し摘出した脂肪をハサミで細切する方法、頬粘膜を切開して頬部脂
肪体を摘出し細切する方法（田村、２００８）が報告されている。採取した脂肪は１９Ｇより太径の注入針を用いて、喉頭直
達鏡下に甲状披裂筋内に注入する。注入した脂肪は一部が吸収され減少するが、長期的に効果が維持される場合が多い。
② コラーゲン
本邦で医療材料として入手可能なコラーゲンは、ウシ真皮から抽出され抗原性を除去したアテロコラーゲン（コーケ

ンアテロコラーゲンインプラントⓇ）であり、大部分がタイプⅠコラーゲンから構成されている。低温では流動性があ
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るため細径の注入針で注入可能であり、体温付近の温度でゲル化する。あらゆる注入法を選択可能であるが、吸収性が
高く頻回の注入が必要になることから、局所麻酔下で行う症例を対象にすべきである。原則的に甲状披裂筋内に注入す
るが、粘膜固有層浅層への注入も報告されている（牧山、２０１４）。異種蛋白であり、皮内反応によりアレルギーの有無
を確認する必要がある。欧米では同種コラーゲンも利用されている。
③ ハイドロキシアパタイト
本邦で医療材料として入手可能なハイドロキシアパタイトはリン酸カルシウム系骨充填材（BIOPEXⓇ―R）であり、

安全性と硬化後の低吸収性を特徴とする。粉剤と液剤を混和することでペースト状となり、水和反応によりハイドロキ
シアパタイトへと変化する。通常、直達喉頭鏡下に注入を行う。欧米ではハイドロキシアパタイトとキャリアジェル（グ
リセリン、セルロース、滅菌水）からなる RadiesseⓇ Voiceが普及しており、細径の針で注入可能であることからクリ
ニックベースでの注入に利用されている。
④ その他の注入材料
声帯内注入術ではないが、声帯溝症の治療に側頭筋膜の声帯内移植術が行われている。欧米ではヒアルロン酸も広く

利用されており、粘膜固有層浅層への注入も行われている。

６． 将来への課題
声帯内注入術の手技は簡便であり、適切な症例と注入材料の選択により、術者の経験によらず一定の効果が得られる

優れた外科的治療法である。しかし、現在利用されている注入材料には安全性や効果の持続性、コストなどの点で課題
も残されている。また声帯粘膜の萎縮や瘢痕への対応法も確立していない。欠点を克服した注入材料や注入法、治療法
の開発が期待される。

表 本邦で利用されている注入材料の比較

注入法 注入後の吸収性 材料コスト

自家脂肪 全身麻酔＋経口的 △ ○

コラーゲン
全身麻酔＋経口的／
局所麻酔＋経口・経鼻・経皮的

×
（吸収されやすい）

×
（保険適用外）

ハイドロキシアパタイト 全身麻酔＋経口的
○

（吸収されにくい）
×

（保険適用外）
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喉頭枠組み手術

梅野 博仁
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

はじめに
一側声帯麻痺や声帯萎縮に対する甲状軟骨形成術Ⅰ型は１９７５年に Isshiki, et al１）によって報告された。また、一側声

帯麻痺でも、発声時の後部声門間隙が大きな症例やレベル差のある症例に適用される披裂軟骨内転術は１９７５年に一色２）

によって報告された術式である。本シンポジウムでは代表的な喉頭枠組み手術である両術式の適応、手術評価の検査と
治療成績、術式の歴史と将来展望について述べる。

１． 甲状軟骨形成術Ⅰ型（以後、Ⅰ型と省略）
種々の病因に対する音声改善を目的とした甲状軟骨形成術はⅠ型からⅣ型までの４種類がある。中でもⅠ型は声門閉

鎖不全が適応となる広く世界に普及した術式であり、一側声帯麻痺のほか、声帯瘢痕・溝症や声帯萎縮、披裂軟骨脱臼
の整復にも施行されている。一般的にⅠ型は発声時に両側声帯上縁が同じ高さに位置する声帯レベル差がない症例がよ
い適応とされている。手術の概要は患側声帯が位置する甲状軟骨部を開窓し、インプラントを喉頭内に充填して患側声
帯を内方移動させる術式である。局所麻酔で術中の音声改善を確認しながら施行される場合が多い。Ⅰ型による気息性
嗄声の音声改善は多くの術者によって報告されてきた。また、Ⅰ型は喉頭内に充填するインプラント材料と挿入方法で
工夫と改善が繰り返されてきた。Isshiki, et al１）は術式の発表当時、甲状軟骨の一部を利用した。現在はシリコンブロ
ック、ゴアテックスⓇ（ポリテトラフルオロエチレン）、ハイドロキシアパタイト、チタンプレートなどが使用されてい
る。さまざまな物質が使用される理由は、各々利点と欠点があるためである。甲状軟骨の一部を軟部組織内に充填する
だけでは声帯を内方移動させるに十分なボリュームが得られない場合がある。また、シリコンブロックは切離が容易
で、手術中に形態をトリミングしやすいが、液体シリコンではヒト・アジュバント病発症の可能性があり、固形シリコ
ンも慎重に使用されている。ゴアテックスⓇは喉頭内に充填しやすく組織親和性も高いが、充填後にどのような形態で
声帯を内方移動させているのかが不明瞭である。実際に、佐藤ら３）はゴアテックスとシリコンによるⅠ型の治療成績を
比較し、シリコンブロックを用いた方が術後の治療成績が良好であったと報告している。ハイドロキシアパタイトも組
織親和性は高いが、材質が硬く、術中のトリミングは容易ではない。平野ら４）は事前にトリミングしたハイドロキシア
パタイトを用意し、その治療成績を報告している。チタンプレート５）は組織親和性が高く術中に形態をトリミングでき
るが、高価である。このように、インプラントの材料には利点と欠点がある。しかし、Ⅰ型の治療成績向上に最も大切
な因子は個々の喉頭に応じたインプラントの形状である。患者の喉頭形状は性差・体格差に加えて甲状軟骨板が成す傾
斜角度や甲状軟骨板の厚さなど個人差が大きい。そこで、われわれは患者の単純喉頭 CT検査から得た DICOMデータ
を応用し、個人の喉頭に合致した適確なインプラント形状の作製に取り組んでいる。患者の DICOMデータから甲状軟
骨・披裂軟骨・声帯のデータを再構成し、どのようなインプラント形状が理想的な声帯内方移動を実現できるかをデザ
インし、3Dプリンターで出力するシステムである。この取り組みによって、より精度の高い音声改善効果が得られる
ものと考えている。

２． 披裂軟骨内転術（以後、内転術と省略）
披裂軟骨の筋突起にナイロン糸をかけ、披裂軟骨自体を内転させて声帯を内転させる術式で、一色２）によって報告さ

れた。一側声帯麻痺でも、発声時の後部声門間隙が大きな症例やレベル差のある症例がよい適応となる。このような症
例の多くは声帯萎縮による声帯弓状変化を伴っているので、甲状軟骨形成術Ⅰ型も同時に施行されることが多い。ま
た、最近では披裂軟骨脱臼症例に対してもⅠ型と同時に内転術が施行された報告がなされている。披裂軟骨内転術のコ
ツは胸骨舌骨筋・胸骨甲状筋を切断せず、甲状軟骨板外側を切除し、披裂軟骨筋突起を明視できる良好な術野を確保す
ることである。なお、一色の原法通り後輪状披裂筋を切断すると、披裂軟骨を前下方に牽引した際に声帯の後方支持力
が低下し、声帯も同時に牽引されて声帯長が短縮するので、後輪状披裂筋の切断は行わない傾向にある６）。内転術は通
常、局所麻酔下に行われるが、頸部深部の手術操作が必要であり、適切な浸潤麻酔を行わないと、患者が痛みを訴える
場合がある。また、手術時間が超過すると患者に余計なストレスを与えてしまうため、全身麻酔下に施行する施設もあ
る。岩村ら７）は手術時間の短縮と手術操作を容易にする目的で、外側輪状披裂筋牽引固定術を報告した。また、湯本ら８）

は披裂軟骨内転術とともに声帯の厚みと声帯下面の形態回復を目的に声帯内筋収縮を得る目的で、末梢側反回神経の利
用ができない場合には神経筋弁移植術＋披裂軟骨内転術の有用性を報告している。

参考文献
１）Isshiki N, Okamura H, Ishikawa T, et al : Thyroplasty type I（lareral compression）for dysphonia due to vocal cord

paralysis or atrophy. Acta Otolaryngol 1975 ; 80 : 465―473.
２）一色信彦 : 喉頭の機能外科. 喉頭機能外科―とくに経皮的アプローチ―. １１２―１７２頁, 京都大学医学部耳鼻科同窓
会, 京都, １９７７.
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３）佐藤克郎, 山本 裕, 髙橋 姿 : 甲状軟骨形成術Ⅰ型の挿入材料による音声機能検査成績の比較―シリコンブロッ
ク VS.ゴアテックスⓇシート―. 日気食会報 ２００６; ５７: ２５７―２６１.

４）平野 滋, 児嶋久剛, 庄司和彦, 他 : 水酸化アパタイトブロックを用いた甲状軟骨形成術Ⅰ型. 日気食会報
１９９６; ４７: ３８１―３８５.

５）松島康二, 金沢英哲, 一色信彦, 他 : 甲状軟骨形成術Ⅰ型・チタンプレートによる軟骨片の固定. 喉頭 ２０１１;
２３: ２６―２９.
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喉頭の再生治療

平野 滋
京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

再生医療は１９９０年代に医学分野のブレークスルーとして登場し、多くの研究および臨床応用が試みられるに至ってお
り、今後ますます発展していくものと期待される。再生医療の登場はそれまでの医学の常識を覆し、治療体系を変革し
得るものである。一方で、多くの研究が進んでいるものの、臨床応用という点では必ずしも順調に進んでいるわけでは
なく、臨床応用には多くのハードルがあるのも事実である。現在、喉頭の分野においても国内外で多くの再生医療に関
する研究が進んでおり、音声外科への寄与が期待される。

１． 声帯粘膜の再生医療
声帯粘膜は高速振動体であり、物性の硬化は最も重症の音声障害を来し、治療法が確立されていない。声帯瘢痕・

溝・萎縮がこれにあたり、これまで声帯注入術、枠組み手術などが試みられてきたが効果は限定的である。失われた物
性を回復するのは再生医療的アプローチとしては最も適したターゲットであり、細胞治療、増殖因子治療、再生土台の
移植治療などが研究され一部臨床応用されている。細胞治療としては間葉系幹細胞移植の効果が動物実験レベルで確認
され、Swedenでは臨床試験が進行中とのことである。増殖因子として塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）や肝細胞
増殖因子（HGF）の再生効果が基礎実験で明らかにされ、bFGFは臨床でもその効果が確認された。HGFはより強力
な抗線維化作用、再生作用が期待されており、声帯瘢痕に対する医師主導治験が国内で進行中である。

２． 反回神経の再生医療
反回神経麻痺に対しては、静的再建として枠組み手術や喉頭注入術が、動的再建として神経再建術が行われてきた。

声帯のテンションを維持・回復するためには動的再建が必要であり、神経再建による効果は臨床的に確認されているも
のの、神経が再生しても過誤支配のために声帯の内転・外転運動は回復しないのが現状である。過誤支配を回避するた
めには、再生段階での至適環境作りが必要とされ、そのために神経再生チューブが開発された。動物実験では一定の効
果が認められ、現在臨床応用中であるが、まだ十分な効果は確認されておらず、今後のさらなる改良が求められる。

３． 喉頭枠組みの再生医療
喉頭半切、全摘後の再生はまだまだ進んでいないが、再生誘導のための土台材料の研究が進められている。とりわけ

脱細胞した細胞外マトリックス土台の技術が急速に進行中であり、Londonでは脱細胞した気管の細胞外マトリックス
土台を用いた気管再生のヒト症例が報告されている。また、膀胱由来の脱細胞細胞外マトリックスによる喉頭半切後の
再生効果が動物実験レベルであるが確認されており、このような技術を用いることで、将来、喉頭全摘後の再生も可能
になるかもしれない。
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音声外科のすべて―過去から未来へ―

福田 宏之
東海大学医学部付属東京病院ボイスクリニック

音声外科の主たる手技は喉頭顕微鏡下手術は喉頭微細手術であるが一方で喉頭の枠組み手術も大いなる発展をとげて
きた。
これらの手術では画像監視が重要であるが当初はモニタの技術も無く、今のように各種ビデオ装置、画像処理などは

今から考えると夢のようであった。学会もビデオ演題ではなく、映画演題という項目で括られた。学会の前になると、
大変な業務で、２～３メーター位にまとめた 16mmフィルムを順番に糊付した。それを映画社に頼んでつなぎ目が無
いようにコピーしてもらい、かつ磁気の帯をつけてもらい、そこに音楽や台詞を吹き込んだ。つまりアフレコというも
の。ビデオが一般的に登場するのはそのあとである。
この音声外科が一人前になるためにはどうしても基礎的研究が欠かせなかった。中でも発声している時の声帯の状態

に関する研究である。もちろん発声時の声帯は振動していることは周知のことではあったが詳細は不明のままであっ
た。
そこで登場したのが故斉藤成司教授発案のＸ線ストロボスコピーである。もっぱら成犬の摘出喉頭を用いた吹鳴実験

によるものであるが、これで声帯振動の基本は粘膜波動であってしかもそれが移動するという traveling waveであるこ
とが明らかになった。そうすると声帯粘膜はどうしても柔かくなければならない。難しい言葉で言うと粘膜の可撓性が
極めて重要であると主張された。そこで音声外科、中でも喉頭顕微鏡下手術の基本的操作にも影響を与えるようになっ
た。すなわち、健常粘膜は可及的に維持保存する、また過剰な手術操作は術後創傷治癒に良くないのでできるだけあっ
さりと切除するなどが支持されるようになった。例えばポリープ様声帯なら粘膜切除で声帯を裸にするのではなく、粘
膜は残して余計な産物のみ摘出する。また結節やポリープなら鉗子操作のみで１～２回の操作で手術を終えるようにす
るなどが主張されて支持を受けている。従って声帯に直接アプローチしない喉頭枠組み手術はその理念では特筆される
ものである。
粘膜の可及的維持のためには最近ではマイクロフラップオペレーションの概念も導入され、裾の長いポリープや嚢胞

の摘出等に応用されている。
音声外科全般に言えることは、ポリープや早期声帯がんなど余計な物を摘出することは得意であるが声帯萎縮などの

足りないものを補うとか、反回神経麻痺での的確な声門閉鎖を得るとかはやや苦手である。そして最も苦手なのは瘢痕
等の物性の変化に対応することである今後の研究者の努力に期待するところである。今回のシンポではすべてが網羅さ
れており今後に花開くきっかけになることを期待したい。
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シンポジウム⑵ 感覚器の老化と抗加齢医学

司会のことば

竹中 洋
大阪医科大学学長
山岨 達也
東京大学耳鼻咽喉科

わが国の総人口は総務省の人口推計によれば２０１４年８月の確定値で約１億２，７００万人であり、うち６５歳以上の高齢者
人口は、約３，２８０万人（６５～７４歳は１，６９５万人、７５歳以上は１，５８５万人）で、総人口に占める割合（高齢化率）は２５．８％
と過去最高となっている。わが国は長期の人口減少過程に入っており、２０４８年には１億人を割る見込みである。一方、
高齢者人口は「団塊の世代」が６５歳以上となる２０１５年には３，３９５万人となり、彼らが７５歳以上となる２０２５年には３，６５７万
人に達する見込みである。その後も総人口が減少し高齢者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、２０３５年には
３３．４％（３人に１人）となり、２０６０年には３９．９％に達して、国民の約２．５人に１人が６５歳以上の高齢者になると推計さ
れている。総人口に占める７５歳以上人口の割合も上昇を続け、２０６０年には２６．９％と、４人に１人が７５歳以上となる。こ
のような超高齢化社会は世界に類をみないが、人々が長く生きることが可能となった世の中において、高齢者もなるべ
く不自由が少ない自立した個人として生活を維持できることが望まれ、そのことが社会全体としての重要な課題となっ
ている。感覚器、すなわち視覚、聴覚、平衡覚、嗅覚などが年をとっても健康であることは、高齢者の QOLの維持に
欠かせない。しかし、体のほかの器官と同様に感覚器も加齢に伴って機能が低下し、また疾病を発症する度合いも高く
なる。日本人の失明原因第１位である緑内障は実に４０歳以上の５％が罹患しており、老人性難聴は６５歳以上の２５～４０％
が罹患している。
このような老化に伴う機能障害が予防または先延ばしできるのではないか、という考えから、近年抗加齢医学と呼称

される基礎および臨床研究が活発になされている。例えばカロリー摂取制限は線虫から哺乳類にいたるまで寿命を延長
し、霊長類においても老化に伴うさまざまな臓器・組織の変性を遅延させることが知られている。カロリー制限による
効果発現の機序として、長寿遺伝子といわれる Sirtuin、Insulin/IGF、mTORなどのシグナル系の関与が示されており、
その研究成果をもとにさまざまな器官において機能の低下や病気の進行を阻止したり遅らせたりする介入研究がなさ
れ、また有効な薬剤も開発されてきている。抗加齢医学研究がさらに進むことにより高齢者の QOLの維持または向上
が可能になりつつあると考えられる。
本シンポジウムでは超高齢社会の到来を背景に、４名の専門家により、感覚器の老化と介入の可能性について講演し

ていただく。坪田一男先生（慶應義塾大学眼科、日本抗加齢医学会理事長）には眼科医の立場からドライアイについて、
カロリー制限、酸化ストレス、精神的ストレスの関与、さらにライフスタイル介入研究の成果をお示しいただく。山下
裕司先生（山口大学耳鼻咽喉科）には老人性難聴発症における熱ショック応答の役割とメタボリック症候群の関与、特
に動脈硬化の重要性につきご講演いただく。肥塚 泉先生（聖マリアンナ大学耳鼻咽喉科）には加齢の平衡機能に与え
る影響を、末梢前庭、中枢前庭、視覚、深部知覚についてそれぞれ解説していただき、リハビリテーションの具体的方
法についてもお示しいただく。三輪高喜先生（金沢医科大学耳鼻咽喉科）には加齢に伴う嗅覚障害の疫学、生活上の問
題、および対策について解説していただく。
高齢になり感覚器障害を患ってからでなく、健康であるうちに“見ること、聞こえること、身体バランスを保つこ

と、においを嗅ぐこと”の重要性を認識することが、機能の低下や発病の予防、早期発見、早期治療に重要であり、健
やかに老いる大きな課題であると考えている。本シンポジウムをきっかけとして多くの会員が抗加齢医学に関心を持
ち、その成果を日常臨床に役立てていただくことを願っている。
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目の老化とアンチエイジング医学

坪田 一男
慶應義塾大学医学部眼科学教室

眼疾患の８０％以上は加齢に関係すると言われる。加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障、白内障、老視、ドライアイ
など、加齢が一番のリスクファクターになっているものは多い。一方で、加齢の研究が進むとともに、眼疾患を個別に
治療するのではなく、アンチエイジングという大きな流れの中で、眼疾患を予防、治療するという動きが出てきた。ア
ンチエイジングの介入方法にはさまざまなものがあるが、実践が可能な仮説として、１）カロリー制限（代謝に介入す
る）、２）酸化ストレス制御（過剰な酸化ストレスを抑制して細胞や臓器への障害を予防する）、そして、３）ごきげんに
生きる＝Happy People Live Longer! の３領域が挙げられる。そこで今回のシンポジウムでは、この３領域それぞれに
ついて、眼科領域におけるアンチエイジングアプローチの最前線を紹介したい。眼科疾患としてすべての加齢疾患に応
用可能な概念であるが、自分の専門がドライアイであるため、今回はドライアイを中心に話をする。
ドライアイは涙液の異常で起きるが、そのリスクファクターとして加齢が大きく存在する。加齢に対抗できればドラ

イアイは治るだろうという仮説である。まずは、第１の仮説のカロリー制限（代謝）研究である。慶應義塾大学では数
年前からこの課題に取り組み、動物モデルを使ってカロリー制限（CR）でドライアイが改善することを見出した
（図１）。CRによる分子メカニズムにはさまざまなものが想定されているが、一つには長寿遺伝子であるサーチュイン
の活性化が考えられている。CRにより涙腺でのサーチュインが活性化することから、サーチュインを活性化するレス
ベラトロール、サーチュインを活性化する低分子化合物、さらには運動介入について、涙液の増加を確認し、現在、臨
床応用を考えている。
第２番目の仮説の“酸化ストレス仮説”であるが、われわれは、SOD1KO、ミトコンドリアでの ROS上昇、NRF2KO

など、さまざまな酸化ストレス亢進モデルマウスにおいて涙液が減少しドライアイが発症することを見出した（図２）。
また、活性酸素を体内で増やすと言われる有害重金属、特に水銀に注目して研究し、涙腺は水銀の排出装置であり、水
銀暴露によって大きく障害を受けることを見出した。現在、ドライアイは欧米に比べてアジア地区に多いが、体内水銀
濃度との関連も示唆され大変興味深い。さらに、活性酸素をコントロールする目に良いフードファクターの研究に取り
組み、ラクトフェリン、ローヤルゼリー、マキベリー、ケルセチン、乳酸菌などによりドライアイの治療が可能である
ことを見出し、臨床治験を実施中である。
第３番目の仮説である“ごきげん仮説”だが、まずは疫学研究において、ドライアイ症状と主観的ごきげん度は負の

相関があることを見出した。動物実験においては“ふきげんネズミ”、“ふつうのネズミ”“ごきげんネズミ”の３種の
ねずみを作成し、涙の動態を解析している。ふきげんネズミは筒の中に１日４時間拘束し風をあてることで作成してい
る。逆にごきげんネズミは Environmental Enrichment（豊かな環境）の手法を用いてアプローチをしている。興味深
いことにストレスの多いふきげんネズミはドライアイを発症し、ごきげんネズミはドライアイになりにくい！ことが確

図 1 カロリーリストリクションによって加齢による涙
液減少を抑制できた。
（Kawashima, Tsubota et al. BBRC 2010より抜粋）

図 2 SOD1KOマウスにおける涙液の減少。酸化スト
レス亢進により涙液の分泌は低下する。
（Kojima T, Wakamatsu TH, et al. Am J Pathol-

ogy, 2012）
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認された。人へのさらなる応用としては、ごきげんと関連する副交感神経刺激を腹式呼吸によって行い、涙液の増大を
確認した。現在、どのような脳と涙腺との関連が考えられるかを精神科と共同研究を行っているところだ。
さらに、これら３つの仮説のもとに、カロリー制限、運動、ごきげんに生きるライフスタイル介入を行い、ドライア

イが実際によくなるかを検討した。興味深いことに、ドライアイ症状が減りドライアイの比率は有意に減少したことか
ら、ライフスタイル介入の効果を示すことができた。慶大眼科においては、ドライアイに加えて、加齢黄斑変性、網膜
色素変性症、老視、近視、緑内障などもエイジングの観点から研究を行い、同じくアンチエイジングアプローチによる
治療の可能性について検証を続けている。
以上のように、眼疾患についてアンチエイジング医学によるアプローチはまだまだ始まったばかりであるが、これか

ら大きな可能性を占めた分野と言える。現在、日本の医療費は増大の一途をたどっており、医療費削減の意味において
も重篤化する前に疾患を予防することが重要と考えられている。リスクファクターを同定し、そこにアプローチするこ
とが予防医療の基本であるが、その中でもエイジング（加齢）は最も重要なターゲットとなり得る。エイジングの研究
がこれからさらに急速に進んでいくものと予測されるが、それにともない眼のアンチエイジングアプローチもさらなる
発展を遂げるものと期待される。
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聴覚

山下 裕司
山口大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科学分野

生理的な年齢変化により生じる難聴を、一般に老人性難聴と呼んでいる。加齢に伴って両側性感音難聴が進行するこ
とにより、高周波数帯域から最小可聴閾値が上昇し、聴覚情報の中枢処理の遅延や音源定位の悪化が生じる。一般に、
騒音下での会話などに困難を来したり、子音の弁別に困難を覚えたりする。さらに進行すると、母音の弁別も困難にな
り、コミュニケーションが高度に障害される。
頻度としては、６５歳以上の２５～４０％、７５歳以上の４０～６６％、８５歳以上の８０％以上が老人性難聴に罹患していると考え

られている。国立社会保障・人口問題研究所によると、老年人口は２０１０年現在の２，９４８万人から２０１２年に３，０００万人を上
回り、２０２０年には３，６１２万人へと増加する。老年人口割合をみると、２０１０年現在の２３．０％から、２０１３年には２５．１～２％
で４人に１人を上回り、２０３５年には３３．４％で３人に１人を上回る。したがって、老人性難聴に対する発症予防が、ます
ます重要になってくる。
老人性難聴の発症に影響を与える因子としては、遺伝的要因、騒音暴露歴、喫煙、糖尿病・循環器疾患などの合併、

性ホルモンなどが挙げられている。加齢による難聴の分子生物学的な発症機序としては一定の見解が得られていない
が、フリーラジカル過剰産生による酸化ストレスがミトコンドリア DNAの損傷を来し、その結果として細胞がアポト
ーシスへと導かれることにより機能障害が生じるとするmitochondrial clock theoryが支持されている。
したがって、老人性難聴の予防戦略としては、騒音暴露の機会減少、禁煙、成人病対策などの影響因子の減少が重要

である。また、老人性難聴の分子生物学的な発症機序からは、有効で適切な抗酸化剤の投与、カロリー制限などによる
ミトコンドリア機能の維持、熱ショック応答誘導などのアポトーシスの抑制などが、有効な発症予防の戦略になる可能
性がある。
われわれの研究室では、これらの発症因子や分子生物学的な発症機序を考慮した老人性難聴の予防戦略を考え、基礎

研究を行ってきた。以下に、代表的な二つの研究について紹介する。

１） 熱ショック応答による老人性難聴の予防に関する研究
老人性難聴モデル動物として実験に使用されている DBA/2Jマウスでは、加齢とともに高音域より聴覚障害を示し、

組織学的にも有毛細胞とらせん神経節細胞の減少を認める。それと同時に、内耳における熱ショック応答が減弱するこ
とを証明した。また、このマウスに熱ショック応答を誘導するテプレノンを投与すると、内耳における熱ショック応答
が維持され、難聴の進行が有意に抑制された。このことから、熱ショック応答を維持することは、内耳を保護し、老人
性難聴の進行を予防できる可能性が示唆された。

２） メタボリックモデルマウスにおける難聴発症の機序と予防に関する研究
過食、肥満、高血糖、高インスリン血症、高脂血症、内臓脂肪の蓄積が認められる２型糖尿病モデル動物である

TSODマウスを用いて検討を行った。TSODマウスでは、加齢と共に ABR閾値が上昇することが観察された。組織学
的には、有毛細胞密度やらせん神経節細胞数には有意な減少は認めなかったが、蝸牛軸の動脈における PAS染色陽性
物質の沈着や血管条における毛細血管の狭小化が顕著であることが明らかになった。このマウスを用いて、抗酸化剤や
漢方などの難聴発症の予防効果について検討した結果についても、併せて報告する。
加齢による聴覚機能障害のヒト側頭骨病理については Schuknechtらにより詳細に研究・報告され、病理分類が行わ

れている。その病理分類によると、１）の DBA/2Jマウスでは、有毛細胞障害型（sensory presbycusis）とラセン神経節
減少型（neural presbycusis）の混合型に該当する。一方、TSODマウスは、血管条萎縮型（strial presbycusis）に該当
する。動物モデルでは有毛細胞障害型（sensory presbycusis）やラセン神経節減少型（neural presbycusis）を呈するモ
デルが多く、血管条萎縮型（strial presbycusis）を呈するモデルは少ない。したがって、TSODマウスは、加齢ととも
に動脈硬化を呈する障害モデルとして、聴覚領域の抗加齢医学への貢献を期待している。
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平衡感覚

肥塚 泉
聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科

Ⅰ 平衡感覚の維持
平衡感覚の維持には三半規管や耳石器など前庭器からの入力（前庭感覚情報）のみならず視覚情報、体性感覚深部知

覚情報が用いられている（図１）。各感覚器からの情報は、脳幹や小脳などで構成される中枢積分器で統合処理され、
各入力に応じた適切な出力が計算される。この出力はいわゆる下肢の抗重力筋群、外眼筋などの効果器に送られ、立ち
直り反射や眼球運動などを引き起こして、平衡バランスの維持が行われている。

Ⅱ 平衡感覚の維持にかかわる各入力系と中枢前庭における加齢の影響
１． 末梢前庭系
加齢に伴う変性と萎縮は耳石、有毛細胞から前庭神経まで前庭器全体に及ぶ１）。ヒト剖検例によると、７０歳以上で平

衡斑の感覚有毛細胞は２５％、半規管膨大部稜の有毛細胞は４０％減少するといわれている２）。半規管 Type I感覚有毛細胞
が Type II感覚有毛細胞よりも加齢による減少が著しい３）。また前庭神経１次ニューロン数は３０歳から６０歳の間で２０％
減少し４）、前庭神経核２次ニューロン数も上核以外、特に内側核、外側核で加齢により有意に減少する５）。内側核、外側
核に関する詳細な検討では、末梢前庭器から入力を受ける吻側で比較的保存され、交連や小脳との総合関連のある尾側
で著明に減少すると報告されている５）。内耳破壊直後の障害側前庭神経核には反応性の異なるニューロン群が存在す
る。大多数は自然発火が減弱、消失する２次ニューロン群であるが、反対に神経活動性が増大するニューロン群が一部
存在する。神経活動性がむしろ増大するニューロン群は、前庭代償の進行に伴い次第に減弱、消失していくことから、
前庭代償急性期において重要な役割を果たしていると考えられる。神経活動性が増大するニューロン群は同側前庭小脳
（小脳片葉、Ⅸ葉、Ⅹ葉）に投射している。前庭代償急性期に同側小脳を破壊すると、内耳破壊直後に認められたのと
同様の健側向きの自発眼振ならびに障害側への首の傾きが再び現れる（脱代償）６）。また小脳除去ラットの内耳を破壊す
ると、健側内側前庭神経核の神経発火は顕著に増大する７）。これは小脳から前庭神経核への抑制入力がなくなるためで
ある。健側内側前庭神経核の神経発火の顕著な増大は、前庭代償急性期の前庭神経核ニューロン活動性の左右差を増大
させ、平衡障害を増大させる。以上より前庭小脳は、前庭代償急性期の左右前庭神経間のアンバランスを是正するため
の、対側抑制神経回路の形成に大きく貢献していると考えられている。小脳のプルキンエ細胞のニューロン数に関して

図 1 平衡感覚の維持
平衡感覚の維持には、視覚情報、体性感覚深部知覚情報、そして前庭感覚情報が用いられている。これらの情報
が統合処理されて適切な出力が計算される。この出力は眼球運動系、姿勢制御、運動の制御に用いられる。空間
識の形成にも用いられる。
（Luxon LM, Raglan E : Neurological examination of the hearing impaired and dizzy patients, House JW, O’Con-
nor（eds）, Marcel Dekker, Inc., New York and Basel, 1987, p. 15を改変）
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は、加齢による変化を認めない。しかしながら細胞体の体積については加齢により減少することが知られており、これ
が前庭代償に影響をおよぼす可能性が示唆されている。
２． 視覚系
加齢による眼への影響には調節力の低下、網膜感度の低下、角膜内皮細胞数の減少、涙液分泌機能の低下、実用視力

の低下などがある８）。平衡感覚の維持に用いられている前庭感覚、視覚情報、体性感覚情報（深部知覚）の３つの入力
系の中で、視覚入力は最も優先権が高く、加齢に伴う視覚情報の質的ならびに量的な減少は平衡感覚の維持に多大な影
響を与える可能性を有するので、老視に対する矯正、加齢性疾患に対する加療などが、平衡感覚の改善にも大きく寄与
すると考えられる。視覚入力と平衡機能の関係を評価する検査法の一つに重心動揺検査がある。高齢者では若年者に比
して、Romberg率（閉眼時/開眼時）が低くなる傾向を示すことが知られている。加齢に伴う視覚機能の低下と、中枢
での統合機能の低下が原因と考えられている９）。また、視機能のみならず、眼球運動の機能も加齢により低下する１０）。
水平性衝動性眼球運動の潜時（latency）は、加齢とともに延長する傾向を示す。水平性衝動性眼球運動の正確性
（accuracy）に関しては、加齢とともに低下するとする報告と、不変であるとする報告がある８）。
３． 体性感覚（深部知覚）
体性感覚には表面感覚（皮膚覚）と深部知覚があり、筋、腱、靭帯、関節包、皮膚、皮下組織などに受容器が存在す

る。内臓の壁などにある受容器によって知覚される内臓感覚をこれに含めるという意見もある。これらの中で、深部知
覚が特に平衡感覚に関与している。深部知覚には振動覚、関節覚、位置覚などがある。起立時、歩行時、足底は地面に
接触するため、同部からの体性感覚情報は起立時、歩行時の平衡感覚の維持に重要な役割を果たしている１１）。深部知覚
も加齢により変化をうけ、高齢者における下肢の深部知覚の正確性の低下と平衡感覚との関連性が示されている１２）。ラ
バー負荷重心動揺検査のスペクトル解析を行うと、開眼条件下において、0．1Hz～10Hzの成分が、年齢に相関して大
きくなることが報告されている１３）。平衡感覚を維持する上で加齢に伴って、体性感覚入力に対する依存度が高まってい
く可能性を示す結果と考えられる。
４． 中枢前庭系
前庭器、視器、体性感覚（深部知覚）からの感覚情報は、脳幹、視床などを経て、頭頂―島前庭皮質（parieto―insu-

lar vestibular cortex : PIVC）や VIP野（ventral intraparietal area）など大脳の複数の皮質に投射している。これらの部
位で、空間識の形成が行われていると考えられている１４）。これらの皮質障害で、垂直位の偏倚、部屋全体が傾いている
ような錯覚、半側空間無視などの空間識障害が生じる１０）。大脳にも加齢による変化が生じる。加齢性の白質病変と平衡
感覚や歩行の巧緻性との関連性が指摘されている１５）。

Ⅲ 低下の予防と対策
めまい・平衡障害患者の亜急性期・慢性期に施行される、「めまいリハビリテーション」が、高齢者の加齢に伴う平

衡感覚の低下に対しても有用と考えられる。その目的は、前庭系が元来有す代償機構（前庭代償）を促進することにあ
る。平衡感覚の維持に用いられている前庭感覚、視覚情報、体性感覚情報（深部知覚）の各入力系に個々に生じた加齢
変化による、“情報間のミスマッチ”を是正するような手法を用いる。具体的には視覚刺激と前庭刺激、体性感覚刺激
と前庭刺激、またこれらを適宜組み合わせたリハビリテーションを施行する。高齢者では、効果器である抗重力筋にも
加齢変化（サルコペニア）が生じるので、これに対する対応（有酸素運動や筋力トレーニング）も平衡感覚の改善につ
ながると考えられている。
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嗅覚

三輪 高喜
金沢医科大学 医学部 耳鼻咽喉科学

＜加齢変化の疫学＞
嗅覚もほかの感覚と同様、加齢に伴い低下する。欧米ならびにわが国での調査いずれにおいても、６０歳代から嗅覚は

低下すると報告されている。人口中における嗅覚低下者の割合に関して、わが国での報告はないが、米国 NIDCDの約
８０，０００名を対象とした調査によると、成人の１．４％に嗅覚低下を認め、６５歳から７４歳まででは２７％と増加し、さらに７５
歳以上では４６％に嗅覚低下者が増加すると報告されている。これまでの疫学的研究により、嗅覚を低下させるリスクフ
ァクターとして、男性、喫煙、鼻副鼻腔疾患の存在、動脈硬化指数などが指摘されている。
一方、嗅覚障害を訴えて医療機関を受診する障害患者についてその原因をみると、わが国では鼻副鼻腔炎が最も多

く、次いで感冒、外傷の順となり、三大原因として大多数を占めるが、原因が分からない、いつ発生したかも明らかで
ない嗅覚障害例が１０～２０％程度含まれている。原因不明の嗅覚障害患者は、平均年齢がほかの原因と比較して高いのが
特徴であり、この中には加齢による嗅覚低下が含まれているものと思われる。

＜加齢による嗅覚低下の病態＞
加齢による嗅覚障害の病態として古くから受け入れられているのは、受容細胞である嗅細胞の脱落である。嗅細胞は

鼻腔後上方の嗅粘膜に存在し、嗅粘膜が占める面積は数平方センチメートルと言われているが、加齢に伴い嗅粘膜の面
積が減少し、周囲の呼吸上皮に置き換えられることにより、嗅粘膜が島状に残ることが動物ならびに人間を用いた組織
学的研究で証明されている。また、同時に嗅神経軸索束が通過する篩板の神経孔も狭小化し減少することが知られてい
る。嗅細胞は常に変性脱落と再生を繰り返す特異な神経細胞であるが、再生能力の低下が細胞数の減少を来しているも
のと思われる。さらに近年のMRIを用いた研究により、嗅覚中枢路に含まれる嗅球、眼窩前頭皮質の体積も減少する
ことが知られるようになった。実際に高齢者では嗅覚の閾値低下に加えて認知能力も低下しており、中枢性の機能低下
も少なからず存在するものと思われる。ただし、この脳の体積減少が、中枢神経系の加齢による変化か、受容細胞の減
少による入力低下による変化なのかは、今後の研究を待たねばならない。

＜嗅覚低下による問題点＞
嗅覚障害による日常生活への影響として、食品の腐敗に気づかない、ガス漏れ、煙に気づかないという危険に直面す

ることと、風味の変化による栄養面への影響が挙げられる。火災による犠牲者が加齢とともに増加していることは、運
動能力の低下のみならず、においに対する認知能力の低下も影響している可能性が考えられる。また、加齢とともに高
血圧、糖尿病など生活習慣病が増加するが、それらの発症因子、増悪因子としても嗅覚低下による食生活の変化を考え
る必要があろう。
加齢に伴う嗅覚低下のもう一つの問題点は、自分自身の嗅覚低下に気づいていないことが挙げられる。先述の米国

NIDCDの調査においても、嗅覚低下者の７８％が自身の嗅覚低下に気づいていなかった。われわれが比較的健康な地域
高齢者を対象として行った調査の結果でも、嗅覚機能は加齢とともに有意に低下し、６０歳以上の６０％以上に嗅覚低下を
認めたものの、嗅覚機能評価の前に行った日常のにおいアンケートでは、嗅覚低下を自覚している対象は１０％足らずで
あり、両者の間に有意な相関を認めなかった。
３つ目の問題点は、アルツハイマー病やパーキンソン病など、神経変性疾患の症状として嗅覚障害が認められること

である。嗅覚障害はこれらの疾患の発症前に現れることから、神経変性疾患の早期診断や認知症発症予測のバイオマー
カーとして注目されている。耳鼻咽喉科医としては、中高年で原因が特定できない嗅覚障害患者を診察した場合、神経
変性疾患の合併あるいはそれらの初期症状の存在の可能性を念頭に置いて診療にあたる必要がある。

＜嗅覚低下への対策とアンチエイジング＞
加齢に伴い低下した嗅覚を回復させることは困難である。耳鼻咽喉科医の役割として、嗅覚異常を訴える患者の原因

が真に加齢によるものか、疾患によるものかを診断しなければならない。そのためには、詳細な病歴聴取に加え、内視
鏡を用いた鼻腔内の観察や必要に応じて CT、MRIなどの画像診断も必要である。また、嗅覚機能の評価には基準嗅力
検査、静脈性嗅覚検査などの嗅覚検査も行う。
治療により改善が望めない場合には、患者に対して生活上の注意点を認識してもらう。すなわち、食品の腐敗に対し

ては、消費期限のみならず開封日も自身で記載するよう指導する。また、ガス漏れ、煙などの危険に対してはセンサー
の設置あるいは調理器の電化を勧める。嗅覚が低下すると味覚も変化するため、味付けを家族に確認してもらい、塩分、
糖質の過剰摂取とならぬよう注意を促す。身体や衣服の衛生にも注意するとともに、香水、コロンなどの過剰使用とな
らないよう説明する。
目の前の患者への対応のみではなく、嗅覚低下の予防すなわちアンチエイジング、ウェルエイジングを目的とする社

会への啓蒙も重要である。嗅覚は視覚や聴覚と比較してその障害に対する社会の関心が低いが、テレビなどのマスメデ
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ィアでは、環境臭や口臭、加齢臭を含めた体臭を消すための商品のコマーシャルを目にしない日はない。これはにおい
に対する国民の関心の高さを示すものであり、それを利用して嗅覚の重要性を啓蒙し、嗅覚低下の予防を衆知させるこ
とが有効であると思われる。嗅覚低下の予防策としては、リスクファクターの回避すなわち禁煙、鼻副鼻腔疾患の治療、
さらに生活習慣病の予防などが挙げられる。また、未だ根拠は乏しいものの、におい刺激が嗅神経の再生を促進するた
め、嗅覚障害に対する olfactory trainingが有効性であるという報告が増えている。したがって、日頃から意識して少し
でも多くのにおいを嗅ぐ習慣を持つことは、olfactory trainingとしての予防目的のみならず、においに対する関心や記
憶の保持、さらには自身の嗅覚低下に早期に気づかせるためにも重要である。
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パネルディスカッション 頭頸部癌に対する低侵襲治療の新展開

司会のことば

甲能 直幸
杏林大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸科
福田 諭
北海道大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

このパネルディスカッションは「頭頸部癌に対する低侵襲治療の新展開」と題して、手術、化学療法、放射線療法の
見地から、低侵襲治療についてそれぞれの領域の第１人者に、最近の新たな知見を交えて可能な限り分かりやすく講演
していただき、それらをベースにしてディスカッションする予定である。

中山明仁先生（北里大学）には、「喉頭機能温存手術」と題して講演いただく。先生は喉頭亜全摘出術（亜全摘）の
日本における第１人者であり、亜全摘の歴史的背景、手技、位置づけ、適応、今後の展望などについてお話しいただく
予定である。

塩谷彰浩先生（防衛医科大学）には「経口的咽喉頭癌切除」と題して講演いただく。これらは外切開を行うことなく
内腔から病変を切除する低侵襲手術であり、この背景、手技、部位別の適応、治療成績、今後の展望などにつきお話し
いただく予定である。

折舘伸彦先生（横浜市立大学）には「化学療法の進歩」と題して講演いただく。分子標的薬を含む化学療法につき「低
侵襲」という立場からの具体的治療法、今後の展望につきお話しいただく予定である。

石川 仁先生（筑波大学）には「放射線治療」の最近の進歩について概説いただく。三次元放射線治療（3D―CRT）、
照射線量―体積ヒストグラム（DVH）、強度変調放射線治療（IMRT）、画像誘導下放射線治療（IGRT）などをキーワ
ードとしての最新データや、それを踏まえた上での放射線治療の位置づけなどにつきお話しいただく予定である。

それぞれ違う治療法であるので１つに絞っての討論は難しいが、頭頸部癌集学的治療における低侵襲な治療という観
点を軸にして良いディスカッションができればと思っている。

限られた時間内にすべての点を網羅していただくことは困難ではあるが、このディスカッションの講演・討論を通じ
て明日からの臨床・臨床研究に結びつく知識を吸収していただいて、会員の皆様のブラッシュアップにつながれば幸い
である。
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喉頭機能温存手術

中山 明仁
北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

歴史的背景
初の胃癌切除術に先立つこと８年前、ウイーン大学外科教授のビルロートは喉頭癌に対して初めて「喉頭全摘出術」

（以下、全摘）を行った。１８７３年１２月３１日のことである。患者は３６歳の神学教師、喉頭内腔からの硝酸銀焼灼、喉頭部
分切除術が功を奏せず、患者の病状が悪化する中で決断した高侵襲手術への転換であった１）。この歴史的手術以来１４０年
あまり、全摘は今日でも喉頭癌の手術の中で最も根治性が高く、主要な手術に位置づけられている。一方、全摘に伴う
上気道の形態的変化は失声、永久気管孔、鼻腔粘膜の廃用性萎縮などの機能障害をもたらし、患者に大きな負担を強い
て来た。生活観・価値観の多様化により喉頭機能がかつてより重視されている昨今、全摘の根治性を維持した機能的に
低侵襲な喉頭温存手術が注目されている。
外切開による機能温存手術は、１９６０～７０年代に垂直や水平部分切除術に代表される喉頭部分切除術の開発が先行し、

日米欧で盛んに行われた。同じころ、フランスではより進行した喉頭癌に適用できる拡大温存手術、喉頭亜全摘出術（以
下、亜全摘）が開発された２）。
１９８０年代に入ると白金製剤の開発を契機に新たな温存治療の流れとして化学放射線療法（以下、化療放治）の時代が
到来する。１９９０年代以降、米国では大型無作為比較試験 RCTが相次いで報告され、進行喉頭癌に対する化療放治の正
の側面が強調された。この非手術温存治療は瞬く間に世界に広まり、機能温存手術の需要は一時減少傾向をたどった。
しかし、２０００年代に入り機能上低侵襲と考えられていた化療放治の負の側面が表面化する。再発例の救済手術が困難

であることや治療後１０年以上経過してからの嚥下障害などの晩期障害の問題が顕著となった。さらにこの間、米国の喉
頭癌の生存率が低下傾向にあったという衝撃的な事実も明らかとなった３）。近年、強度変調放射線治療 IMRTや分子標
的薬の併用による新たな低侵襲化療放治の模索が急がれている中、温存手術の役割があらためて見直されている。

喉頭亜全摘出術とは
亜全摘は甲状軟骨と両側声帯を含む喉頭の３/４を切除し、残る１/４の部分、舌骨と輪状軟骨を接合して新声門を

再建する。摘出範囲と再建形式によって Cricohyoidoepiglottopexy（SCL―CHEP・図１）と Cricohyoidopexy（SCL―
CHP）に大別される。SCL施行例の大部分を占める CHEPは声門癌に、喉頭蓋を切除する CHPは声門上癌に適用され
る。術式が画一的で、病変により切除範囲が変わらないのが特徴である。機能温存の局所制御でしばしば問題となる旁
声門間隙の一塊切除が可能で、進行癌に対しても高い根治性が期待できる。永久気管孔を必要とせず、術後音声は粗造
性であるが社会復帰は可能である。化療放治後の救済手術にも適用できる。フランスを中心にラテン系欧州諸国で定着
し、１９９０年代の英文誌発表４）をきっかけに世界へと広まり、本邦へも１９９７年に導入された５）。

図 1 喉頭亜全摘出術 SCL―CHEPの概念。喉頭の３/４を切除し、残る舌骨と
輪状軟骨を３本の糸で接合して新声門を再建する。
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喉頭亜全摘出術の位置づけ
亜全摘の最もよい適応は T2の深部型である unfavorable T2６）と T3の限局型である T3a７）と考えている。特に、放射

線抵抗性を示す １）内向性発育型、２）喉頭室進展型、３）前方進展型腫瘍には高い根治性を発揮する。化療放治後の救
済手術として行う場合、術後感染と遅延性感染に注意する必要がある８）。
２００９年、亜全摘は T2～T3喉頭癌の治療選択として喉頭微細手術、部分切除術、化学放射線療法と共に本邦の頭頸部
癌診療ガイドラインに収載された９）。症例が多く、機能温存の要でもある病期 T2～T3の喉頭癌、亜全摘を含めたすべ
ての治療選択を熟知し、バランスのよい個別化治療を目指したい。
最後に、当科の声門癌未治療例の治療方針を示す（表１）。亜全摘は化療放治と共に機能温存治療の中心的な役割を

担っている。

参考文献
１）廣瀬 肇 : ビルロートと喉頭全摘術, JOHNS 1990 ; 6 : 1244―1246.
２）Piquet JJ, Desaulty A, Decroix G : Crico―hyoido―epiglotto―pexy. Surgical technic and functional results. Ann Oto-

laryngol Chir Cervicofac 1974 ; 91 : 681―686.
３）Nakayama M, Laccourreye O, Holsinger C, et al : Functional organ preservation for laryngeal cancer : Past, Pre-

sent, and Future. Jpn J Clin Oncol 2012 ; 42 : 155―160.
４）Laccourreye H, Laccourreye O, Weinstein G, et al : Supracricoid laryngectomy with cricohyoidoepiglottopexy : A

partial laryngeal procedure for glottic carcinoma. Ann Otol Rhinol Laryngol 1990 ; 99 : 421―426.
５）中山明仁, 清野由輩, 岡本牧人, 他 : Supracricoid laryngectomy ５０症例の臨床的検討. 日耳鼻 ２００９; １１２: ５４０―
５４９.

６）Pfister D, Laurie S, Weinstein G, et al : American society of clinical oncology clinical practice guideline for the use
of larynx―preservatiuon strategies in the treatment of laryngeal cancer. J Clin Oncol 2006 ; 24 : 3693―3704.

７）Holsinger C, Diaz E : Laryngeal preservation in the era of chemoradiation : limitations of the current AJCC staging
system. Head Neck 2006 ; 28 : 1058―1060.

８）Nakayama M, Okamoto M, Seino Y, et al : Delayed wound infection after supracricoid partial laryngectomy follow-
ing failure of high dose radiation. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011 ; 268 : 273―279.

９）頭頸部癌診療ガイドライン 2009年版, 日本頭頸部癌学会 編, 金原出版, ２００９; ２５―３０頁.

表 1 北里大学の声門癌治療方針。亜全摘の最もよい適応は unfavorable T2（深部型 T2）と
T3a（限局型 T3）である。

60Gy照射
orレーザー

60Gy化療放治 外切開手術

TS―1 白金製剤 亜全摘 全摘

T1a ◎

T1b ◎

T2 favorable５） ◎

T2 unfavorable ◎ ◎

T3a６） ◎

T3b ◎

T4 ◎
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経口的咽喉頭癌切除術

塩谷 彰浩
防衛医科大学校耳鼻咽喉科

はじめに
咽喉頭癌に対する喉頭機能温存療法として、化学放射線療法の有用性が多く報告され、治療の柱となっているのが現

状と言える。しかし、併用する化学療法が強力になるにつれて、治療効果が上がる反面、治療後の組織の線維化等によ
り、必ずしも満足な機能が温存されるとは限らず、さらに創傷治癒力低下による、救済手術の困難化も見逃せない問題
となっている。一方、喉頭機能温存手術は気管切開および頸部皮膚切開の上、内腔にアプローチして腫瘍切除を行い、
場合により再建手術を伴うものが一般的であり、侵襲が大きく術後機能も満足するものとは言い難い。
その点、経口的切除は、気管切開や頸部外切開を行うことなく内腔から直接病変を切除することが可能な低侵襲手術

で、また術後機能障害も軽度であり、従来の喉頭機能温存手術はもちろんのこと、化学放射線療法と比較しても、患者
に優しい治療選択肢となり得るので、今後の発展が大いに期待されている。

経口的切除の背景
古くから行われている経口的切除は、声門早期癌に対するラリンゴマイクロレーザー手術であろう。この手術は日本

においても早くから普及したが、適応が限られ、声門上癌や下咽頭癌に行われることはなかった。この手術の適応を飛
躍的に拡大したのがドイツの Steinerらである。彼らは分割切除という概念を導入し、咽喉頭癌の T3―4病変に対して
も切除を行い TLM（Transoral Laser Microsurgery）として発展させた。癌切除の基本的概念である一塊切除に合致し
ない方法であることから最初は否定されたが、良好な長期成績が１９９０年代に発表されると、欧米では追試する施設が増
え認知されるに至った。経口的切除に関する最初のエビデンスは彼らが発したと言っても過言ではない。
その後、TLMが普及していた米国では、手術用ロボットの開発に伴い、咽喉頭癌の経口的切除にも取り入れる動き

がみられ、TORS（Transoral Robotic Surgery）として行われるようになった。日本では導入が遅れ、いまだ臨床試験段
階であるが、今後が期待される手術支援機器である。
日本においては、従来の外切開による部分切除を、内視鏡を用いて経口的に行う動きがみられ、拡張型直達喉頭鏡、

硬性ビデオ内視鏡、腹腔鏡用鉗子などを組み合わせた、ラリンゴマイクロサージェリーの発展型術式と言える TOVS
（Transoral Videolaryngoscopic Surgery）が耳鼻咽喉科医側から生み出された。一方、最近の消化管内視鏡の高解像度
化や画像強調技術の発展に伴い、上部消化管精査時に咽喉頭の表在癌を発見する機会が増え、EMR（Endoscopic Mu-
cosal Resection）や ESD（Endoscopic Submucosal Dissection）といった軟性消化管内視鏡の手技を用いて切除する方法
が消化器科医側から発信され、さらに湾曲型喉頭鏡と湾曲させた電気メスや鉗子類を用いた ELPS（Endoscopic Laryngo-
pharyngeal Surgery）という術式も派生した。
以上のように経口的切除にはさまざまな術式があるが、本講演では、演者らが開発した TOVSを中心に紹介する。

TOVSの手術環境および手技
咽喉頭癌に対する経口的切除を行う際は、適切な術野の展開が最も重要であり、TOVSでは展開型咽喉頭鏡である、

FKリトラクターやWeerda型喉頭鏡を用いている。特に前者は各展開部位（舌根、喉頭、下咽頭）に応じて、本体の
フレームに違うブレードを付け替えることにより、良好な展開を得ることができる。
内視鏡には先端湾曲ビデオスコープや喉頭内視鏡といった硬性内視鏡を用いる。硬性内視鏡は助手が保持し、咽喉頭

鏡の脇から挿入する。これらの内視鏡により、広く鮮明な視野をモニター上に得ることができ、詳細な観察も可能とな
る。
切開、凝固止血には径 3mmの細径腹腔鏡手術鉗子や電気メスを用いるが、これらは通常の電気メスユニットに接続

して使用できる。出血のコントロールには、吸引しながら凝固止血が可能なサクションコアギュレーターにより、良好
な止血効果を得ることができるが、それでも止血困難な時や太い脈管の処理には止血用クリップを用いる。これらの器
具は喉頭直達鏡下の手術に慣れた耳鼻咽喉科医にとっても習熟しやすいもので、両手で鉗子を操作することにより、適
切なカウンタートラクションをかけて筋層、軟骨膜などのレイヤーに沿った切開、剥離が可能である。術者はモニター
の映像をみながら両手操作を行い、腫瘍を一塊に切除する。

声門上・下咽頭癌に対する TOVS
声門上・下咽頭癌の T1、T2、一部の T3病変を対象としている。ただし甲状軟骨、輪状軟骨、舌骨、咽頭筋層深部

への浸潤を伴うものは十分なサージカルマージンをつけての切除が困難であり、咽頭の穿孔を引き起こしうるため適応
外としている。また食道入口部の半周を超える病変も術後の瘢痕狭窄により通過障害を来す可能性があるため、適応を
慎重に考える必要がある。
頸部郭清術は切除可能 N3までを対象とし、TOVSと同日または２～３週間後に施行している。術後放射線治療は、

未照射例で断端陽性で再切除不能な例、節外浸潤、N2b以上の場合に全頸部に対し施行している。
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中咽頭癌に対する TOVS
中咽頭癌の適応は T1、T2、一部の T3で深部浸潤の強くないものが適応となる。中咽頭側壁癌に対しては transoral

lateral oropaharyngectomy（TLO）の切除範囲を基本としている。TLOは舌咽頭溝、咽頭喉頭蓋襞、舌根、喉頭蓋谷、
下咽頭梨状陥凹に浸潤する症例は視野が得られないことを理由に適応外とされているが、尾側方向の視野の良い TOVS
では、これらの部位に進展していても切除可能である。中咽頭前壁癌（舌根部癌）は従来、経口的アプローチが困難な
領域であったが、TOVSでは良好な術野展開が得られ、切除も容易である。

治療成績
２００４年９月から現在までに声門上・下咽頭癌、中咽頭癌に対し TOVSを計１２１例に施行している。１年以上経過観察
例において、声門上・下咽頭癌、中咽頭癌の治療成績はそれぞれ５年粗生存率は７９％および８４％、５年疾患特異的生存
率は９２％および９４％、喉頭温存率は９１％および１００％であった。半年以上経過観察できた１０４例において術後嚥下機能は
Functional Outcome Swallowing Scale（FOSS）を用いて、摂食が安定した時点（術後６カ月時点）で評価を行った。FOSS
は嚥下障害の状態を６段階に分けたものであり、０から２は臨床上ほぼ問題ないとされる。嚥下障害があると判断され
る FOSS 3以上は６．７％のみであった。

おわりに
経口的切除により、気管切開や頸部外切開をせずに、低侵襲かつ安全に咽喉頭癌の切除が施行可能になった。現在ま

でのところ治療成績や術後機能は良好であり、咽喉頭癌に対する新しい低侵襲的治療の選択肢になるものを考えてい
る。講演では、動画を用いて手術の実際を供覧し、その切除限界等についても言及したい。
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化学療法の進歩

折舘 伸彦
横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科

「低侵襲治療」は、文字通り解釈すると、侵襲が低い治療、すなわち有害事象の頻度が少なく、程度が軽い治療と考
えられる。しかし、悪性疾患の治療にあたって治療効果との兼ね合いによって、当該治療にどの程度の治療効果が期待
され、その割に「低侵襲」であるという点を考慮して、その意味が決定されるとも解釈できる。その解釈に基づけば
「低侵襲」には二つの意味が含まれる。
第一は、定義通りの「低侵襲」治療、すなわち有害事象の頻度が少なく、程度が軽い治療（狭義の低侵襲治療）であ

る。第二は、治療自体は一定の有害事象の程度・頻度を有し（狭義の「低侵襲」とは言えないが）、その治療を行うこ
とによって、結果としてより「高侵襲」な治療方法を避けうる可能性を有する治療（広義の低侵襲治療）である。
頭頸部癌根治治療の現時点での２本の主柱は手術治療と放射線治療である。現時点では化学療法はその２本柱を補助

する意味合いを持つ。特殊な場合を除き、単独治療で根治をもたらす可能性が極めて低い治療である。しかも頭頸部癌
治療において臨床試験によってその有効性が照明されている種々の化学療法には、第一の（狭義の）低侵襲治療は存在
しない。２本柱の治療成績を向上させる目的で、あえて有害事象を覚悟して治療を付加しているわけで、根源的に「低
侵襲」たり得ない。
進行頭頸部癌の標準治療とされる高用量シスプラチン同時併用放射線治療の急性期および晩期の毒性については広く

知られている１）。しかも、高用量シスプラチン同時併用放射線治療群の長期粗生存率は、ほかの治療群（放射線単独治
療群、導入化学療法後放射線治療群）との有意差が認められない１）。すなわち第一の（狭義の）「低侵襲」治療であるこ
とは完全に否定される。本治療の「低侵襲」性をあえて指摘するなら、本来であれば喉頭全摘を要する進行頭頸部癌で
あったにもかかわらず、一定期間喉頭を摘出することなく腫瘍を制御する可能性を有する。すなわち、喉頭全摘術を
「高侵襲」の治療と見立てて初めて成り立ち得る第二の（広義の）低侵襲治療としての意味合いである。言い換えれば
喉頭温存という QOLの観点を得て成り立ち得る概念である。
逆に喉頭全摘術の方が狭義の低侵襲治療たり得る状況も想定し得る。８０歳超で一側声帯固定があり、そのため誤嚥性

肺炎を繰り返している喉頭声帯癌 T3症例などの場合、放射線治療あるいは化学療法併用放射線治療より喉頭全摘術の
方が「低侵襲」となる。このように当該治療が患者にとって「低侵襲」であるかどうかは、極めて個別化された事項で
あると捉えるべきである。

化学療法が頭頸部癌に対する低侵襲治療の一端を担うとすれば、１）分子標的薬併用放射線治療（高用量シスプラチ
ン同時併用放射線治療と比較して）、２）Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法（高用量シスプラチン
を同時併用する術後補助化学放射線療法と比較して）、３）Chemoselectionの意義を持つ導入化学療法（喉頭全摘を要
する手術治療と比較して）、４）導入化学療法後の分子標的薬併用放射線治療（導入化学療法後の高用量シスプラチン同
時併用放射線治療と比較して）、５）T2症例における TS―1併用放射線治療（喉頭温存率を放射線単独治療と比較し
て）、６）再発転移症例に対する分子標的薬併用化学療法（奏効率と生存期間中央値を cisplatin/5―FU併用化学療法と比
較して）などが挙げられるであろう。
以下、各治療法につき簡単に説明する。
１） 分子標的薬併用放射線治療
Cetuximab併用放射線治療２）は高用量シスプラチン同時併用放射線治療とともに標準治療の位置付けである。毒性プ

ロファイルは Cetuximab併用の方が一般に軽度であるとされ、狭義の低侵襲治療と言えるが、治療成績が高用量シス
プラチン併用に劣らないとのエビデンスはこれまで示されていない。
２） Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法
高用量シスプラチンを同時併用する術後補助化学放射線療法３）は、局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク

患者に対する標準治療とされるが、Weekly CDDP同時併用放射線療法４）は同等の効果を示しつつより毒性が低いこと
が期待され、現在 JCOGでは両者を比較する第Ⅱ/Ⅲ相試験を行っている（JCOG1008）。同様の設定で Docetaxel/
Cetuximab併用術後補助化学放射線療法５）も高用量シスプラチンを同時併用する術後補助化学放射線療法と比較して、
低侵襲である可能性が示唆されている。
３） Chemoselectionの意義を持つ導入化学療法
Docetaxel/cisplatin/5―FUの３剤併用による導入化学療法６）が一般に用いられるが、その毒性は低くなく、狭義の低

侵襲治療とは言い難い。また高用量シスプラチン同時併用放射線治療と比較して導入化学療法の追加が生存率改善に寄
与するとのエビデンスは示されていない。したがって、喉頭全摘を回避する可能性を探る目的で用いられ、その目的が
達せられた場合には広義の低侵襲治療ということができる。
４） 導入化学療法後の分子標的薬併用放射線治療
cisplatinベースの導入化学療法後に高用量シスプラチン同時併用放射線治療を行うことはその毒性の高さから推奨さ

れておらず７）、Cetuximab併用放射線治療が選択肢の一つとして挙げられる。Docetaxel/cisplatin/5―FUの３剤併用によ
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る導入化学療法後に高用量シスプラチン同時併用放射線治療と Cetuximab併用放射線治療の治療効果の比較を行う海
外第Ⅱ相臨床試験７）において、喉頭温存率が両群間で有意差を認めないことが示されている。
５） T2症例における TS―1同時併用放射線治療
T2N0声門扁平上皮癌は生命予後良好な疾患であるが、放射線治療では局所再発が約３割あるとされ、TS―1同時併

用８）により毒性を高めることなく喉頭温存率を上げることが可能となれば広義の低侵襲治療ということができる。TS―1
同時併用は十分に torlerableとの報告が近年本邦から出されている。
６） 再発転移症例に対する分子標的薬併用化学療法
再発転移症例に対して cisplatin/5―FU併用化学療法に比して cisplatin/5―FUに Cetuximabを併用したレジメンは毒性

プロファイルを大きく変えることなく、奏効率を向上させ、生存期間中央値を延長することが海外第Ⅲ相臨床試験９）に
おいて示された。同等の侵襲でありながら、治療効果が高いという意味において、広義の低侵襲治療ということができ
る。

参考文献
１）Forastiere AA, et al : J Clin Oncol 2013 ; 31 : 845―852.
２）Bonner JA, et al : Lancet Oncol 2010 ; 11 : 21―28.
３）Cooper JS, et al : Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 ; 84 : 1198―1205.
４）Beckmann GK, et al : Head Neck 2005 ; 27 : 36―43.
５）Harari PM, et al : J Clin Oncol 2014 ; 32 : 2486―2495.
６）Pointreau Y, et al : J Natl Cancer Inst 2009 ; 101 : 498―506.
７）Lefebvre JL, et al : J Clin Oncol 2013 ; 31 : 853―859.
８）Taguchi T, et al : Jpn J Clin Oncol 2014 ; 44 : 1158―1163.
９）Vermorken JB, et al : N Engl J Med 2008 ; 359 : 1116―1127.
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放射線治療

石川 仁、大西かよ子、粟飯原輝人、水本 斉志、福光 延吉、
室伏 景子、沼尻 晴子、奥村 敏之、櫻井 英幸
筑波大学医学医療系・放射線腫瘍学

近年、がん治療における放射線治療の重要性は急速に高まっている。わが国ではがん患者数の増加に加え、急速な人
口の高齢化により手術が困難な症例に対する根治治療としての期待が大きい。現在、年間の新規がん罹患数は約８０万人
に達しているが、一方で６５歳以上の人口の総人口に対する割合は１９５０年の４．９％から、２０１０年では２２．５％と急増してい
る。また、放射線治療機器および治療技術の向上や画像診断学の進歩により、標的により正確に照射できるようになっ
たことに加え、疾患に応じた有効な薬物療法を併用することで、放射線治療に伴う重篤な有害事象を低く抑えながら、
局所効果の向上が得られるようになった。特に頭頸部癌は高齢者に多く、さらに手術後には機能喪失あるいは著しい機
能低下に繋がる可能性があるため、以前から機能温存を図る目的として根治的な放射線治療は積極的に用いられてき
た。放射線治療患者が増えたもう１つの理由として、情報化社会が進み、放射線治療をテーマとした題材がマスメディ
アを通して頻繁に紹介され、さらに、学会や自治体による啓蒙活動が少しずつ実を結び、放射線治療が国民に広く理解
されるようになったことも考えられる。
こうした背景から、放射線治療は手術、化学療法とともにがん診療の三本柱の１つとして認識されるようになった。

これまで、放射線照射の方法に関する治療成績の向上は放射線生物学をベースにした線量分割法の工夫と放射線物理学
をベースにした線量集中性の向上を追求する方法によって図られてきた。とりわけ、近年、多くの疾患の治療成績が格
段に向上した要因として、医学物理学の発展による放射線治療技術の革新的な進歩が大きく貢献していることは周知の
事実である。標的に集中させ、誤差の少ない照射技術の開発は有害事象の軽減だけでなく、線量増加による局所制御の
向上、ひいては根治率の改善に繋がった。
以前に行われていたＸ線シミュレーションによる２次元照射法では腫瘍の存在範囲が肉眼的病変ですら明確ではない

ことが多く、照射範囲に存在するリスク臓器との位置関係も曖昧であった。頭頸部領域の放射線治療では機能障害を生
じると問題となり得る重要臓器が多いため、領域リンパ節に対する治療を必要としない早期の声門癌を除けば、１回
2Gyの通常分割照射で 60Gy/30fr程度を投与することが限界であり、進行癌の制御に必要とされる十分な照射線量を投
与することが困難であった。それ故、放射線感受性が高い上咽頭癌でさえも放射線単独療法での治療成績は不良であっ
た。しかし、９０年代からは CTベースの治療計画が広く浸透し、各臓器の３次元的な位置関係が把握できるようになっ
たことに加え、多方向からのビームを用いた自由度の高い３次元放射線治療（Three―dimensional conformal radiother-
apy : 3D―CRT）に関する正確な線量計算も可能となった。また、照射野形状に合わせてビームを形成できるマルチリ
ーフコリメータ（MLC）も照射装置に装備され、複雑な標的に一致した高線量領域を形成するとともに、リスク臓器
への照射体積あるいは照射線量を低下できるような治療が行われるようになった。特に、３次元治療計画ではリスク臓
器の照射線量―体積ヒストグラム（Dose―volume histogram : DVH）が計算できるようになったことで、多くのリスク
臓器に対する線量制約が理解されただけでなく、実施する放射線治療が安全であるかどうかを予め検証できるようにな
った。3D―CRTが浸透した時期は同時化学療法の併用による治療成績向上が図られた時期に一致したため、９０年代後半
以降の頭頸部癌に対する放射線治療成績は局所制御の向上と重篤な有害事象の軽減が同時に図れた。
しかしながら、この手法では外に凸の線量分布となり、頭頸部癌のように複雑な腫瘍の進展形式を示し、周囲に数多

くのリスク臓器を有する放射線治療では日常生活に影響する有害事象が生じる可能性は少なくない。これを解決する手
段として、欧米では９０年半ばから強度変調放射線治療（Intensity modulated radiotherapy : IMRT）が実用化され、わ
が国では２０００年に臨床応用された。従来の 3D―CRTによる前向きの治療計画（forward plan）では標的に対し、照射門
数、方向、照射野形状、ビーム毎の照射線量などを決定し、その計算結果を DVHで比較検討しながら修正を加えるこ
とで許容できる治療法を考案するものであった。これに対し、IMRTで用いられる逆方向治療計画（inverse plan）で
は標的およびリスク臓器に対する最大および最小線量や許容体積を規定し、コンピュータに最適な条件に合うような答
えを導き出させる方法をとる。その最大の特徴は、これまで均一であったビーム内の照射強度を変化させることで、治
療計画の自由度を著しく高め、リスク臓器を耐容線量内に抑えながら腫瘍に十分な照射線量を投与する理想的な治療計
画を実現できることである。その結果、例えば、視神経や唾液腺の照射線量を低下し、視力低下や唾液分泌低下を避け
ることのできる症例が格段に増える結果となった。
最近注目されているもう１つの放射線治療に粒子線治療がある。Ｘ線は光子線であるため、体内に照射されると体表

から 1～2cmでピークとなり、その奥では減衰しながら体を通過する。それ故、IMRTは多くの方向のビームを用いて
腫瘍に狙い撃ちする方法であり、高線量領域は腫瘍に一致するものの、低～中線量の照射体積は従来の 3D―CRTと比
較してもむしろ広くなる傾向にある。一方、陽子線や炭素イオン線などの荷電粒子線はある深さで自由に止めることが
可能であり、さらに粒子が止まる直前で高い効果を発揮できる。この物理学的特徴をブラッグ・ピーク（Bragg peak）
と呼ぶが、このピークを腫瘍の大きさに拡大することと、この位置を腫瘍の部位に一致させることで標的に集中した高
線量を照射でき、少ないビームで良好な線量分布を形成する。陽子線の生物学的効果比（Relative biological effect :
RBE）はＸ線とほぼ同等であるため、これまでのＸ線での経験を生かした治療戦略として、化学療法を同時併用をしや
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すい粒子線といえる。一方で、炭素イオン線の RBEはＸ線の約３倍であり、Ｘ線や陽子線による治療で放射線治療抵
抗性と考えられている低酸素や細胞周期の影響を受けずに十分な生物効果を発揮できる粒子線である。事実、これまで
制御困難と考えられてきた切除不能で大きな悪性黒色腫、腺様嚢胞癌あるいは脊索腫などでも従来の治療成績を凌駕す
る治療成績が得られている。
最近では照射技術の進歩に加え、治療間あるいは治療中のさまざまな誤差を少なくする技術、すなわち画像誘導下放

射線治療（Image―Guided Radiation Therapy : IGRT）が浸透しつつある。治療技術の向上により放射線治療成績は確
実に向上しているが、安全で質の高い適切な治療を提供できるような体制づくりが今後の課題である。また、手術や分
子標的薬も含めた薬物療法を上手に組み合わせた集学的がん治療として、疾患や患者背景を考慮した放射線治療の位置
づけを明確にさせることも重要と考える。
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特別講演

iPS細胞技術を用いた中枢神経系および内耳の再生医学と疾患研究

岡野 栄之
慶應義塾大学医学部

京都大学の山中伸弥教授らは、皮膚の細胞のような体細胞に、ある特殊化した細胞に４つの遺伝子（Oct4、Sox2、Klf
4、c―Myc：合わせて山中４因子と呼ばれます）を導入するだけで、ES細胞そっくりの多能性幹細胞を作ることに２００６
年にマウスで成功し、この細胞を人工多能性幹細胞（induced pluripotent stem cell, iPS細胞）と名付けました。翌２００７
年にはヒトでも iPS細胞の作成に成功しております。この研究成果は、発生過程は非可逆的と思われていたが、成体の
特殊化した細胞に鍵となる遺伝子を導入することにより、発生のごく初期の多能性を有する状態に戻すことができたと
いうことを示すものであり、発生学の常識を変えてしまう衝撃的なものでありました。この業績により、山中先生は、
「体細胞の初期化による多能性の獲得」に関する研究成果につき、核移植によるクローン技術を開発された英国のジョ
ン・ガードン卿とともにノーベル医学・生理学賞を受賞されました。

iPS細胞技術は、さらに医学・医療への応用として注目されています。それは ①再生医療への応用、②疾患モデル
細胞による病態解明と創薬研究、③薬の毒性検定などを含みます。②については、例えばてんかんやミエリン形成不全
症などの小児神経疾患では、病変部位である脳を直接調べることは実際上不可能ですが、これらの疾患の患児の方から
の皮膚や血液の細胞から iPS細胞を作り、シャーレの中で神経細胞やグリア細胞に分化誘導することにより、これら疾
患の核心となる神経細胞の電気生理学的異常やオリゴデンドロサイトの細胞死の亢進などの病態を再現し、根治薬の開
発に応用する研究が爆発的に注目されています。
ところが、実際の臨床応用には、腫瘍形成の問題等の安全性の問題をクリアする必要があります。私達は、慶應義塾

大学医学部整形外科学教室との共同研究で、マウスおよびヒト iPS細胞由来の神経前駆細胞をマウスおよびサルの脊髄
損傷モデルへ移植することにより機能回復を誘導することに成功しました。今後これらの成果を、４年後を目指した
First Human Trialを目指し、どのように臨床の現場へ応用する道筋をお話したいと思います。また、iPS細胞を用いた
再生医療の世界的動向についても紹介致します。
一方 iPS細胞技術のもう一つの応用例として疾患モデル研究があげられますが、私達が取り組んでいる Rett症候群、

Pelizaues―Merzbacher病、難治性てんかんなどの小児神経疾患、アルツハイマー病、パーキンソン病、ALS、球脊髄性
筋萎縮症、統合失調症などの精神・神経疾患を対象とした疾患のモデル細胞作出による病態解明や創薬の研究につい
て、最近の研究成果や世界的動向について判りやすく紹介したいと思います。
中枢神経系におけるブレークスルーと同様に、内耳研究においても iPS細胞技術は再生医学と疾患研究に強力なツー

ルとなることが期待されます。また、私たちは、慶應義塾大学医学部耳鼻科学教室の小川 郁教授、藤岡正人先生、
細谷 誠先生らのグループとの共同研究により iPS細胞技術を用いた内耳研究を進めて来ております。まず、解剖学的
および生理学的制限から体外で多く扱うことは不可能であったヒト内耳細胞を、ヒト iPS細胞からの誘導で試験管内に
大量調整することによって、「再生医学的細胞ソース」として応用可能となります。また、内耳疾患研究においては、
難聴患者由来 iPS細胞から内耳細胞を作製することで、体外での病態モデルの再現と詳細な解析が可能となり、モデル
動物で再現できなかった難聴疾患を中心に、「ヒト疾患病態の解明」の強力なツールとなり得ます。これらの疾患細胞
の in vitroでの解析は「難聴治療薬のスクリーニング」をも可能としうるため、近い将来には内耳性難聴に対する創薬
研究への応用も期待されております。本講演においては、難聴患者由来疾患 iPS細胞の樹立と内耳への誘導および遺伝
性難聴疾患の病態解明への応用、さらには薬剤スクリーニング・創薬の実際と臨床応用への展望を紹介したいと思いま
す。
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招待講演

Treatment Options and Outcomes in Vestibular Schwannomas

D. Bradley Welling, M.D., Ph.D., FACS
Chief of Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear
Chief of Otolaryngology, Massachusetts General Hospital
Walter Augustus LeCompte Professor and Chair of Otology and Laryngology, Harvard Medical School

Quality of life is the most important outcome in the treatment of vestibular schwannomas which influences decision
making. Observation, stereotactic radiation and microsurgical excision all need to be considered.

In a retrospective study of 600 patients with VS, followed for an average of 8 years, we found that outcomes were
better in first five years with stereotactic radiation in unilateral VS, however, there is no difference in QOL after five
years when compared to surgical excision and observation.

Conventional treatments of surgery, radiation therapy and observation all have some negative points and better
treatment options need to also be considered. The next frontier in VS management is targeted medical treatment or
possibly gene therapy. An update on developing medical treatments will be discussed.
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臨床セミナー⑴ 聴覚検査を復習する
伊藤 健
帝京大学耳鼻咽喉科

Ⅰ．聴覚生理と検査
聴覚に関する検査の意義を正しく理解するには、その検査の背景となる聴覚生理学的プロセスの知識が不可欠であ

る。本セミナーではそのエッセンスを解説し、実際の検査でどのような現象を観察しているか理解することを主眼とす
る。そのために音波伝達の流れに沿って基本となる検査について重点的に解説を行う（すべての検査を概観するものと
はしない）。また一般に誤解されやすい点について特に留意したい（下線部など）。

Ⅱ．外耳・中耳（インピーダンス整合器）
耳介には小さいながら集音効果が、外耳道には共鳴効果（2～3kHzを中心に）があるが、これらの測定は補聴に関連

してオープンイヤーゲインを測定する場合等に限られる。
中耳伝音系（鼓膜・耳小骨）は「インピーダンス整合」を行う器管である。空気中の音波は水面に向けて放射しても

そのほとんどが反射して水中には入って行かない。即ち内耳窓をそのまま空気に触れさせていてはほとんど聞こえない
ことになる。これは物理学的に空気と水の音波に関する特性インピーダンスが大きく異なるためである。生物が進化の
過程で海中から陸上に上がった際に空気中の音を聞く必要が生じ、中耳の進化が起こったと考えられる。インピーダン
ス整合の主な機序は周知の通り、鼓膜・アブミ骨底板の面積比とツチ骨・キヌタ骨のテコ比であるが、どちらも空気中
の音波を水中の特性インピーダンスに近づける作用がある。結果として鼓膜側から蝸牛向きには音圧増強が行われるも
のの、全く受動的なシステムであり音響エネルギーを増幅するものではないことに注意したい。
検査：インピーダンス・オージオメトリ
原理としては、外耳道を密閉するプローブ内のスピーカから音波（純音）を発生させた上で、同じプローブ内のマイ

クにより外耳道内の音波（音圧・位相）を測定することで、外耳道入口部から鼓膜方向の「音響インピーダンス」（複
素数）を計算するものである。これは無限に広がる媒質における上記の「特性インピーダンス」とは異なり、ある形を
持ったシステムでのインピーダンスであり、音圧とシステム内の媒体の振動速度（体積速度）の比で定義される。イン
ピーダンス・オージオメトリで測定する音響インピーダンスは外耳道・中耳伝音系・さらには内耳のインピーダンスを
合したものである。外耳道入口部に一定の音響エネルギー（実際には媒質の体積変位）を入力した場合、音響インピー
ダンスが低いほど外耳道内の音圧が小さく（音波が奥の方へと吸収される）、高いほど外耳道内の音圧が大きい（音波
が反射してくる）、という現象が起こる。
ティンパノメトリ：外耳道内を加圧減圧して音響インピーダンスを測定する。一般には低音の純音（220Hz付近）を

用いる。低音部においてはインピーダンスの逆数がコンプライアンスであると単純化することが可能で（従ってこの２
者は反比例の関係となる）、結果をコンプライアンスで表示することが多い。最大加圧下でのコンプライアンスを測定
し、基準値とする。この状態では鼓膜・伝音系の振動が制限されるので、外耳道は音響学的には壁が振動しない空洞と
同じである。一般に空洞はその容積に比例するコンプライアンスを持つ（広ければインピーダンスが低い）ので、コン
プライアンスの値をそれに相当する空洞の容積（ml）で代用して表示することが可能である（等価容積）。最大加圧時
の等価容積はほぼ外耳道の容積であり、PVT（Physical Volume Test）値として表示される。ここから外耳道内圧を変化
させてコンプライアンス値の曲線を描いたものがティンパノグラムである。ティンパノグラムのピークと PVT値の差
を static compliance（SC）と称する。この単位もmlで表示されるが、本来のコンプライアンス単位の代用として便宜
的に用いているだけであって、圧負荷によって外耳道容積が変化するわけではないことに注意されたい。

Ⅲ．内耳（音響増幅器・受容器）
アブミ骨底板から外リンパに伝達された音波は蝸牛基底板に進行波を形成し、この段階で音の周波数分解が行われる

と共に縦波（音波）は横波（基底板の振動）に置き換えられる。振動はコルチ器内有毛細胞の stereociliaを動かしこれ
を興奮させ、シナプスを介して蝸牛神経（ラセン神経節）に伝えられる。ここで同じくコルチ器に存在する外有毛細胞
は運動能を持ち、振動の周波数に合せて長軸方向に伸縮する。これはエネルギーを消費するプロセスであり、基底板振
動を増幅する。従って、内耳は音響エネルギーを増幅するアンプ（amplifier）の役割を果たしていると言える。哺乳類
においてこのような高周波数に追随する運動能を持つ細胞はほかに存在せず、そのメカニズムも最近になって明らかに
されたばかりである（Zheng, et al. Nature 2000）。外有毛細胞による基底板振動の増幅は、そのサイズから低振幅（閾
値近く）のみで有効であり、内耳障害で観察される補充現象（recruitment）の一因であると考えられる。
検査：
耳音響放射（TEOAE・DPOAE）
外耳道側から加えた音波が蝸牛内の増幅機構を通って逆に外耳道へと放射される現象で、Kempにより最初に報告さ

れた（J Acoust Soc Am 1978）。短音刺激を用いる誘発耳音響放射（Transiently Evoked OtoAcoustic Emission :
TEOAE）・２つの周波数の連続音を用いてある程度周波数特異的な情報が得られる歪成分耳音響放射（Distortion Prod-
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uct OtoAcoustic Emission : DPOAE）が一般に用いられる。これは上記のように外有毛細胞の働きを見るものであり、
内有毛細胞の機能は評価されないことに注意が必要である。また、刺激音・放射音（行きと帰り）ともに中耳伝音機構
を通過するので、中耳（インピーダンス整合）に問題があれば正しく評価できなくなることを忘れてはならない。

Ⅳ．聴神経～脳幹・聴皮質（信号伝達）
経路は、蝸牛神経（ラセン神経節） ⇒ 蝸牛神経核 ⇒ 上オリーブ核 ⇒ 下丘 ⇒ 内側膝状体 ⇒ 聴皮質
である。多くの線維が蝸牛神経核から上オリーブ核への接続において交叉して対側を上行する。
検査：脳電図（ABR・MLR・SVR）
音刺激により誘発される脳波であり、脳幹電位である ABR（Auditory Brainstem Response）、それに引き続く皮質電

位であるMLR（Middle Latency Response）・SVR（Slow Vertex Response）がある。一般に検査で用いられるのは ABR
であり、クリック音刺激 ABRの各波の起源としては、Ⅰ波が蝸牛神経、Ⅲ波が上オリーブ核、Ⅴ波が下丘とされてい
る。後迷路障害の判定のほか、乳幼児・機能性難聴の閾値検査、脳死判定などに用いられる。

Ⅴ．トータルとしての検査
聴覚全体の経路（外耳～聴皮質）を評価するものである。
１） 音叉による検査
純音聴力検査が不可能な救急外来等において、現在でも重要性は失われていない。振動する音叉を頭頂部に当てる

Weber法においては感音難聴で健側に、伝音難聴で患側に偏位することが有名であるが、これは低音の音叉を用いた
場合に限られる点に注意が必要である。伝音難聴での偏位は低音部で患側骨導閾値が下降する現象によるからである。
２） 純音聴力検査
基本的であるが現在でも最も重要な検査である。気導音・骨導音共に対側にも到達するために、対側耳をノイズでマ

スキングする必要がある場合が出てくる。両耳間移行減衰量は気導音で 50～60dB程度、骨導音では 0～5dBであるの
で、骨導検査では常にマスキングが必要である。マスキング法としてはマスキング音圧を変化させてマスキング不足の
領域とマスキング過剰の領域の間の平坦な領域（測定される閾値が変化しないプラトー）を検出する「プラトー法」な
どが重要であるが、マスキングが原理的に困難な場合もあることを知っておく必要がある。
３） 聴性定常反応（ASSR）
周波数特異性を持つ短音（Sinusoidally Amplitude Modulated tone : SAM音など）を、それによる誘発電位の主成分

の周波数（１周期の逆数）に合わせた一定の頻度で負荷すると各反応波形が重なって正弦波状の反応が得られ、これを
聴性定常反応（auditory steady―state response : ASSR）と呼ぶ。この反応を用いて周波数毎の純音閾値を客観的に推定
することが可能であり、気導・骨導検査とも行うことができる。刺激頻度としては 40Hzと 80Hzがある。40Hz刺激は
MLR成分を抽出すると考えられており、覚醒時に検査を行う。一方 80Hz刺激は ABR成分を抽出するとされ、睡眠時
に検査を行う。ASSR閾値と聴力レベルの差は高度難聴では少ない（より正確）が、軽度難聴では乖離が大きくなる傾
向がある。

Ⅵ．専門医として知っておくべきそのほかの重要な検査法と自習用キーワード
１） アブミ骨筋反射：大音響負荷により両側性にアブミ骨筋が収縮することによるインピーダンスの増加（コンプラ
イアンスの減少）を測定する。同側（Ipsilateral）・対側（Contralateral）刺激があり、閾値は高い（70dBHL以上）。後
迷路性難聴で反応の減衰（decay）が認められる。
２） 蝸電図
鼓室内誘導法（針電極）・鼓室外誘導法（銀ボール電極）
蝸牛マイクロフォン電位（Cochlear Microphonics : CM）・加重電位（Summating Potential : SP）・複合活動電位

（Action Potential : AP）が記録され、前２者は蝸牛有毛細胞由来、後者は蝸牛神経（ラセン神経節）由来。－SP/AP比
が内リンパ水腫の指標となる。
３） 語音聴力検査
語音聴取閾値検査（SRT）：１桁数字リスト、５０％の明瞭度が得られるレベル
語音弁別検査（speech discrimination test）：５７―Ｓ語表（５０語）・６７―Ｓ語表（２０語）
４） 自記オージオメトリー（Békésy）
断続音（Intermittent）・持続音（Continuous）
Jerger分類（Ⅰ型～Ⅴ型）
Ⅱ型：補充現象陽性、Ⅲ型：後迷路性難聴、Ⅴ型：機能性難聴・詐聴
５） 補充現象の検査
SISI（short increment sensitivity index）検査・ABLB（alternate binaural loudness balance）検査
６） 両耳聴検査
方向覚検査：両耳間音圧差（ILD : interaural level difference）、両耳間時間差（ITD : interaural time difference）
ITDによる方向覚の方が障害を起こし易い。
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臨床セミナー⑵ めまいの治療をマスターする
將積日出夫
富山大学耳鼻咽喉科

１． はじめに
めまいは日常診療において最も多い症状の１つである。その原因はさまざまであり、予後の良好なものから生命予後

が危険なものまで多岐にわたる。急性のめまいでは、注意深い初期診察を行った上で的確な治療が必要である。一方、
慢性のめまいでは、反復や持続するめまいのため悩んだり、日常生活の支障を来している場合も少なくない。そのた
め、反復する発作予防やリハビリと共に心因性めまいへの対応も診療・治療上必要となる。本臨床セミナーでは、急性
および慢性のめまいに対する治療について述べる。

２． 急性のめまいに対する治療
急性のめまいでは、治療に先立ち末梢性めまいと生命予後が危険な中枢性めまい、特に脳出血や脳梗塞、心原性めま

い等を鑑別することが重要である。詳細な問診の聴取、意識レベルのチェックをしながら眼振の観察を含めた神経学的
検査、バイタルの評価を行う。必要に応じて画像検査を行う。症状、検査等から脳血管障害の可能性があれば、神経内
科、脳神経外科などの専門科に紹介する。
急性のめまいでは、多くの場合嘔気・嘔吐を伴っているため、安静の上、補液を行い、制吐薬を投与する。不安が強

い場合には、抗不安薬を用い鎮静を図る。内服が可能な場合には経口の抗めまい薬、抗ヒスタミン薬などを適宜使用す
る。なお、急性めまいに対して７％炭酸水素ナトリウムも広く用いられている。めまいが軽快したら中枢性の前庭代償
を促すためにできるだけ早く離床させる。なお、急性期にはみられなかった典型的な中枢病変の症状・所見が遅発性に
出現する場合があるため経過観察には十分注意が必要である。

３． 慢性のめまいに対する治療
慢性のめまいには、発作期と症状・所見に乏しい間欠期を繰り返す反復するめまいや間欠期を持たない持続するめま

いがあり、経過や特徴は一様でない。問診に当たっては、生活歴、既往症、めまい症状（性状、持続時間、誘因、随伴
症状）の聴取を慎重に行い、診断に結びつけていく必要がある。眼振の観察を含めた神経学的検査や画像検査の重要性
は急性のめまいと同様である。
慢性のめまいに対しては、心理療法、薬物療法、手術療法、理学療法を中心に行う。治療方法の選択に当たっては、

病態と原因疾患を確実に把握する必要がある。反復性のめまいには、良性発作性頭位めまい症、メニエール病などが含
まれる。前者では、寝起きや寝返りの動作でめまいが誘発され、頭位眼振検査や頭位変換眼振検査で観察された眼振で
診断を行い、治療では理学療法（頭位治療）を施行する。メニエール病のめまいの治療法は、急性期めまい治療と間欠
期のめまい発作予防治療に分けられる。後者はさらに保存的治療、機能的保存的手術（内リンパ嚢開放術）、選択的前
庭機能破壊手術法（内耳中毒物質鼓室内注入術、前庭神経切断術）などに分けられる。保存的治療として、生活指導
（心理的アプローチ、有酸素運動など）、薬物療法（浸透圧利尿薬、抗めまい薬、抗ヒスタミン薬、内耳循環改善薬、漢
方など）が行われる。なお、中耳加圧療法は保存的治療と外科的・前庭機能破壊的治療の中間に位置している。
薬物中毒などによる両側前庭機能高度低下は持続性めまいを特徴とする末梢性めまいの代表例である。歩行時に眼前

の景色が上下に揺れてみえる Jumbling現象を特徴とする。温度刺激検査などにより両側の内耳障害を診断する。治療
では理学療法（めまいの運動療法）を施行する。
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臨床セミナー⑶ 耳鼻咽喉科実地診療における感染対策
鈴木 正志
大分大学医学部耳鼻咽喉科学

【はじめに】
平成１９年４月施行の改正医療法により各医療機関において院内感染対策は医療安全の一環として位置づけられた。こ

れに伴い、各医療機関の管理者の責任において院内感染対策のための指針の策定、院内感染対策委員会などの体制整
備、従事者に対する教育・研修の実施が義務化された。また、平成２４年度診療報酬改定では感染防止に関する独自加算
として「感染防止加算」が新設され、感染制御対策チーム（infection control team ; ICT）業務の評価および医療機関
間の連携（地域支援ネットワーク）の構築が再度見直された。このような昨今の流れより、耳鼻咽喉科診療においても
院内感染対策はさけて通れない項目となった。本セミナーでは耳鼻咽喉科診療独自の特性と問題点を踏まえて、耳鼻咽
喉科実地診療における院内感染対策について提示したい。

【標準予防策と感染経路別予防策】
医療現場における感染防止の基本として、生体にかかわるすべての湿性物質を感染性とみなして対応する標準予防策

の概念がある。これらは既知の感染症はもとより、未知の感染症に対しても感染を予防しようとするものである。この
標準予防策がとられた上で、特異的感染経路を示す疾患に対して感染経路別予防策を追加適応する二段階感染予防対策
が推奨される。感染経路別予防策には空気予防策、飛沫予防策、接触予防策があり、それぞれの疾患および微生物、必
要とされる予防策を熟知した上で日常診療にあたる必要がある。また、患者間の感染拡大、交差感染だけでなく、医療
従事者の健康管理にも配慮が必要である。

【耳鼻咽喉科診療の特性と問題点】
１． 環境因子：種々の診療器具が存在すること、ユニットやネブライザーなど共通の器材を使用する必要があるこ
と、一日あたりの診療人数が多いことなど。
種々の医療器具の消毒・滅菌については Spaulding分類によって分類される。診療器具が多数存在しているため、実

地診療において消毒と滅菌のレベルをひとつひとつ決定し、それに見合う消毒・滅菌を行っていくことは容易ではな
い。
２． 医療行為に伴う因子：体液（耳漏・鼻汁・唾液・喀痰・血液）との接触、くしゃみや咳嗽などを誘発する診療行
為（耳処置・鼻処置・内視鏡検査）、患者と近接した診療、外来においても切開排膿や小手術など観血的処置が頻繁に
行われていることなど。これらの医療行為に伴いさまざまな感染源と接する機会が頻繁にあることが耳鼻咽喉科診療の
特殊性のひとつといえる。
３． 患者側の因子：もともと上気道には常在菌が存在していること、小児から高齢者までさまざまな年齢層と背景の
患者が存在することなど。入院施設を有する病院では手術症例（surgical site infection : SSI）、さまざまな合併症を有
する患者、長期院内滞在など。
このように多数の要因が関連しており、耳鼻咽喉科診療における感染制御を困難にしている。耳鼻咽喉科診療の特殊

性を十分に考慮した院内感染対策を検討する必要がある。

【内視鏡の洗浄・消毒】
１． Spauliding分類と消毒薬の選択：
内視鏡は Spaulding分類のセミクリティカルに分類され、高水準消毒が必要である。現在日本で使用できる高水準消

毒薬はグルタラール、フタラール、過酢酸であり、それぞれの特性を理解した上で使用する必要がある。いずれも有機
物（タンパク質・血液など）の存在下でも活性維持が可能であり、皮膚・粘膜に付着すると炎症が生じることがあり、

殺菌の水準 生体に与える損傷の程度 感染のリスク 器具

クリティカル
（滅菌）

粘膜を傷つける
（無菌の領域に入る）

高い
生検鉗子
手術器具

セミクリティカル
（高水準消毒）

粘膜や創のある皮膚に接触する 低い
内視鏡
舌圧子

ノンクリティカル
（低水準消毒または洗浄）

創のない皮膚に接触する ほとんどない
血圧のカフ
体温計
聴診器

日耳鼻 118―409



十分な洗浄や個人防護が必要である。
ａ）グルタラール
広い抗菌スペクトルを有する。金属、ゴム、プラスチックを腐食しないが、皮膚、粘膜、呼吸器への刺激があり換気

が必要。
ｂ）フタラール
芽胞に対しては十分な殺菌効果が得られないことがある。グルタラールほど皮膚や粘膜に対する刺激や臭気は少ない

が、皮膚、粘膜との接触で着色することがあるため要注意。
ｃ）過酢酸
最も殺菌効果が強く、分解生成物が無害であるが、金属腐食性が高く、粘膜、皮膚、眼に対する障害性がある。
２． 消化器内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン：
消化器領域では、１９７６年に Silvisらが米国における消化器内視鏡を介した感染事故を初めて報告した。本邦では１９８５

年に内視鏡を介したＢ型肝炎ウイルスの感染の実態と対策に関する論文が報告され、その後１９９０年代になり内視鏡を介
した Helicobacter pylori の感染が判明したのを受けて各種学会が内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドラインを作成し、
それらを遵守した内視鏡機器の洗浄・消毒が普及した。『消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイ
ド 改訂版』では基本理念として、①すべてのヒトの体液や血液には潜在的に感染性があるものとして取扱う、②内視
鏡室全体の感染対策が必要である、③スコープは十分な洗浄の後に消毒を行う、④医療従事者の健康管理に配慮する、
⑤実践ガイドを基に各施設でマニュアルを作成、遵守する、の５項目が挙げられている。
３． 耳鼻咽喉科実地診療における内視鏡の洗浄・消毒における問題点：
耳鼻咽喉科診療においても内視鏡やその診療行為を介する感染は考慮すべき事項である。他領域のガイドラインを参

考にすることは可能であるが、耳鼻咽喉科診療の特殊性を考慮すると、実際の診療にはそのまま適応することは以下の
理由により困難であると考えられる。
① 耳鼻咽喉科外来診療においては一日の診療人数が多く、内視鏡検査は通常診療の一部として行われることが多

い。
② 消化器内視鏡は検査が予約制で成り立っていることが前提であるのに対し、耳鼻咽喉科診療における内視鏡の使

用の必要性はその場で判断され、内視鏡の使用が不規則かつ高頻度に行われている。
③ このような状況から内視鏡の使用や洗浄・消毒の予定がたてにくい。またすべての診療所・病院において内視鏡

の洗浄・消毒に要する時間を確保することは容易ではない。
④ 耳鼻咽喉科診療では、内視鏡検査室は一般診察室と共通あるいは近接していることが多い。また、内視鏡検査は

咳嗽やくしゃみを誘発する診療行為であり、医療従事者や周囲の患者に対する感染対策も必要である。
⑤ 消化器内視鏡はチャネル付きであるのに対し、耳鼻咽喉科診療ではチャネルなしの内視鏡（観察のみ）が使用さ

れることが多い。
内視鏡の適正な洗浄・消毒が行われることが望まれることは言うまでもないが、以上のような観点より耳鼻咽喉科診

療の特性を理解し、診療の利便性や効率を落とすことなく可能な方法で、耳鼻咽喉科独自の内視鏡の洗浄・消毒に関す
る指針が検討されるべきである。

【まとめ】
現在のところ耳鼻咽喉科領域においては所属学会を中心として作成された感染制御に関するガイドラインは存在せ

ず、院内感染対策のための指針の策定においては個々の医療機関の責任者の判断に委ねられるか、内視鏡の消毒などに
おいては他領域のガイドラインを参考にする以外に方法はない。耳鼻咽喉科においても所属学会を中心とした院内感染
対策についての全国レベルでの十分なエビデンス収集、ガイドライン作成が行われ、安全かつ円滑な日常診療の遂行の
一助となることが望まれる。
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臨床セミナー⑷ 副鼻腔炎診療 Update

岡野 光博
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科

１． はじめに
副鼻腔炎は急性および慢性副鼻腔炎に分類される。ガイドラインの普及などにより、感染性あるいは好中球浸潤を主

体とする副鼻腔炎は軽症化の傾向がある。一方、アレルギー疾患の増加などを背景に好酸球浸潤を主体とする副鼻腔
炎、すなわち好酸球性副鼻腔炎や、社会の高齢化や画像診断の進歩により真菌性副鼻腔炎に遭遇する頻度は増してい
る。本セミナーでは副鼻腔炎、特に注目を集めている好酸球性副鼻腔炎の診療における Updateな知見について述べ
る。

２． 変貌する副鼻腔炎
副鼻腔炎の病態は変貌している。われわれが行ったコホート研究では、鼻茸中の好酸球数はこの１０年間で急増してい

た（図１）。同様の報告は韓国やタイでもみられ、好酸球性副鼻腔炎の増加は東アジアに共通した傾向と思われる１）。衛
生仮説や非ステロイド性抗炎症薬（Non―steroidal anti―inflammatory drugs : NSAIDs）の曝露が増加の背景となってい
る可能性が示唆されている２）。

３． 副鼻腔炎の病態
副鼻腔炎の病態は好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎で異なる。欧米では、非好酸球性副鼻腔炎では主に TGF―

β シグナルの活性化により線維化や好中球浸潤が誘導され、好酸球性副鼻腔炎では TGF―βや Foxp3シグナルの抑制に
より Th2型応答が活性化し、好酸球浸潤や浮腫が形成される可能性が示されている３）。本邦においては、Ikedaらが好
酸球性副鼻腔炎では非好酸球性副鼻腔炎に比べ IL―17A、MUC5ACおよび CD68の発現亢進がみられることを示した４）。
好酸球性副鼻腔炎の増悪因子として、外的因子としては黄色ブドウ球菌、真菌、ウイルスおよびバイオフィルムなど

が、また内的因子としてはアスピリン喘息合併例で示されるようにアラキドン酸代謝異常が疑われている。これらの因
子により、上皮・バリア機能障害、あるいは自然免疫や獲得免疫の制御異常（Dysregulation）を生じ、過剰な好酸球
性炎症や鼻茸形成、ムチン産生を来し、難治化に進むものと考えられている（図２）。例えば、黄色ブドウ球菌を構成
するエンテロトキシンや α トキシンなどの外毒素は鼻茸細胞に働き、IL―5や IL―13といった好酸球性炎症やリモデリ
ングにかかわるサイトカインの産生を誘導する５）。またこれらのサイトカイン産生は非ステロイド性抗炎症薬（Non―ster-
oidal anti―inflammatory drugs : NSAIDs）にてシクロオキシゲナーゼを阻害することにより亢進する。この作用はアス
ピリン喘息の有無に関係なくみられることから、好酸球性副鼻腔炎の鼻茸は本質的に NSAIDs不耐といえる。

４． 副鼻腔炎の診断
好酸球性副鼻腔炎か非好酸球性副鼻腔炎かの鑑別が重要となる。確定診断は局所粘膜の病理診断と言うことになる

が、プライマリケアを含めた実地臨床にはそぐわない。従って“切らない”好酸球性副鼻腔炎の診断基準の作成が望ま
れていた。そこで全国多施設後ろ向き疫学研究である JESREC（Japan Epidemiological Survey of Refractory Eosinophilic

図 1 鼻茸における好酸球浸潤の歴史的変遷
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Chronic Rhinosinusitis）スタディが実施され、表１に示す診断基準が示された。すなわち、病側、鼻茸の有無、CT陰
影、および末梢血好酸球比率によって副鼻腔炎をスコア化し、１１点以上を好酸球性副鼻腔炎とするものである（感度
８３％、特異度６６％）６）。例えば、両側副鼻腔炎症例（３点）で鼻茸（２点）があり、血中好酸球比率が６％（８点）であ
れば臨床的には好酸球性副鼻腔炎となる。また JESRECスタディでは、鼻茸に浸潤する好酸球数が４００倍視野あたり７０
個以上みられると再発しやすい難治であることが確認された。すなわち、臨床スコアが１１点を超え、かつ７０個／視野以
上の好酸球浸潤を認める例が“真の”難治性好酸球性副鼻腔炎といえる。さらに因子Ａ（末梢血好酸球比率が５％以上
かつ篩骨洞優位な CT陰影）または因子Ｂ（気管支喘息または NSAIDs過敏）ある群では、半数以上が７０個／視野以上
の好酸球浸潤を認めるため、中～高リスク群として注意が必要である。
好酸球性炎症の有無に限らず、副鼻腔炎は下気道病変を合併しやすい。非好酸球性副鼻腔炎ではびまん性汎細気管支

炎や気管支拡張症が、また好酸球性副鼻腔炎には気管支喘息が合併しやすい。副鼻腔炎患者では下気道病変の自覚にか
かわらず気道狭窄を生じうるため、早期診断・介入による QOL向上の面からも副鼻腔炎患者に対する下気道病変の診
断は重要である７）。

５． 副鼻腔炎に対する保存的治療
病型に限らず、炎症の増悪因子となり得る微生物や炎症産物を除去する鼻処置や鼻・副鼻腔洗浄が基本となる。薬物

療法としては、非好酸球性副鼻腔炎の場合はマクロライド薬や粘液溶解薬が頻用される８）。
好酸球性副鼻腔炎の病態は喘息と類似しており、喘息に対する治療方針、すなわち Reliever（レリーバー：増悪時療

法）と Controller（コントローラー：管理療法）による加療、を参考にすることができる（図３）。レリーバー、すな
わち急性増悪に対する治療としては、好酸球性炎症の増悪に対する全身（経口を含む）ステロイド療法、感染に対する
抗菌療法などが挙げられる。全身ステロイド薬の使用については副腎機能への影響やバウンドに注意する。一方コント
ローラーとしては、わが国では適応承認は得られていないものの鼻噴霧用ステロイド薬やロイコトリエン受容体拮抗
薬、プロスタグランジン D２・トロンボキサン A２受容体拮抗薬、Th2サイトカイン阻害薬などの効果が知られている９）。

表 1 好酸球性副鼻腔炎の診断基準

項目 点数

両側 ３

鼻茸あり ２

CT陰影：篩骨洞≧上顎洞 ２

末梢血好酸球比率（％）

２＜≦５ ４

５＜≦１０ ８

１０＜ １０

図 2 好酸球性副鼻腔炎の難治化要因
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最近では、鼻茸中に IgEが認められることを背景に、抗 IgE抗体（オマリズマブ）が有効であるエンドタイプの存在
が示唆されている。また合併する喘息には吸入ステロイド薬が第一選択であるが、鼻呼出により副鼻腔炎も改善し得る
ことが報告されている。

６． 副鼻腔炎に対する外科的治療
保存的治療に抵抗する場合、大きな鼻茸形成などリモデリングが進んでいる場合、高度な鼻中隔弯曲など構造的な気

流障害を認める場合などに適応があり、内視鏡下手術が選択される。前述のように喘息合併の好酸球性副鼻腔炎患者で
は術後の経過が不良な例が多いが、副鼻腔手術により尿中ロイコトリエン濃度は低下し、また下気道機能も改善するこ
とから、副鼻腔手術は推奨される９）。術後の処置や鼻洗浄を容易にする点からも副鼻腔を大きく開放し単洞化すること
が望ましい。好酸球性副鼻腔炎患者では嗅裂部に病変を認めることが多いので、マイクロデブリッダーなどを用いて病
的粘膜を慎重に処理する。現在、好酸球性副鼻腔炎の類縁疾患として REAH（Respiratory Epithelial Adenomatoid Hamar-
toma）が注目されており、嗅裂部病変の病理学的な検索が望まれる。上鼻甲介の操作については議論がある。演者は
嗅覚の保持・改善のために上鼻甲介はなるべく保存し、外方へ変位させシリコンプレートを留置することで嗅裂を拡大
させている。鼻中隔矯正術を施行するとこの操作がより容易となる。また下鼻甲介の肥厚に対しては粘膜下骨切除ある
いは外方骨折などで整復することにより鼻閉感のさらなる改善と容易な術後処置が得られる。

７． おわりに
以上、副鼻腔炎の Updateな診療について述べた。特に好酸球性副鼻腔炎については病態に基づいた新しい診断およ

び治療法が展開されつつある。わが国には２０年前より難治性副鼻腔炎のエンドタイプのひとつとして好酸球性副鼻腔炎
を捉えている歴史がある１０）。今後も世界に向けて情報を発信する必要がある。

８． 参考文献
１）Katotomichelakis M, Tantilipikorn P, Holtappels G, et al : Inflammatory patterns un upper airway diseases in the

same geographical area may change over time. Am J Rhinol Allergy 2013 ; 27 : 354―360.
２）Higaki T, Okano M, Fujiwara T, et al : COX/PGE２ axis critically regulates effects of LPS on eosinophilia―associated

cytokine production in nasal polyps. Clin Exp Allergy 2012 ; 42 : 1217―1226.
３）Yang YC, Zhang N, Van Crombruggen K, et al : Transforming growth factor―beta 1 in inflammatory airway dis-

eases : a key for understanding inflammation and remodeling. Allergy 2012 ; 67 : 1193―1202.
４）Ikeda K, Shiozawa A, Ono N, et al : Subclassification of chronic rhinosinusitis with nasal polyps based on eosinophil

and neutrophil. Laryngoscope 2013 ; 123 : E1―9.
５）Okano M, Fujiwara T, Kariya S, et al : Cellular responses to Staphylococcus aureus alpha―toxin in chronic rhinosi-

nusitis with nasal polyps. Allergol Int 2014 ; 63 : 563―573.
６）徳永貴広, 坂下雅文, 二之宮貴裕, 他 : 好酸球性副鼻腔炎の診断基準. アレルギー・免疫 ２０１５; ２２: ２２―２８.
７）Kariya S, Okano M, Higaki T, et al : Chronic rhinosinusitis patients have decreased lung function. Int Forum Al-

lergy Rhinol 2014 ; 4 : 828―833.
８）黒野祐一 : マクロライド療法を見直す. 日耳鼻 ２０１３; １１６: ３６７―３６８.
９）Okano M, Kariya S, Ohta N, et al : Association and management of eosinophilic inflammation in upper and lower

airway. Allergol Int（in press）.
１０）深見雅也, 柳 清, 浅井和康, 他 : 内視鏡下鼻内手術の適応―術後経過不良例の検討. 日耳鼻 １９９５; ９８: ４０２―

４０９.

図 3 好酸球性副鼻腔炎の管理
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臨床セミナー⑸ 嚥下障害の在宅医療
部坂 弘彦
部坂耳鼻咽喉科医院院長
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科 非常勤講師

Ⅰ．はじめに
わが国は超高齢化社会に突入し、脳血管障害、神経筋疾患、頭頸部癌、加齢に伴い嚥下障害患者が急増している。嚥

下障害への不適切な対応は、誤嚥性肺炎、窒息、脱水あるいは低栄養を引き起こす。２０００年代になり胃瘻造設術が本邦
にも普及したが、社会的、倫理的問題が噴出し、その存在が問題となっている。２０１４年の診療報酬改定では胃瘻造設前
の嚥下機能評価の実施等の推進を図るため、胃瘻造設術の評価を見直すとともに胃瘻造設時の適切な嚥下機能検査に係
る評価が新設され、耳鼻咽喉科医における嚥下機能検査の必要性が高まってきている。さらに団塊の世代が７５歳を迎え
る、いわゆる“２０２５年問題”をめぐって国は入院病床を削減し、在宅へ押し出す方針を打ち立てている。今後はさらに
在宅での嚥下障害患者を耳鼻咽喉科医が診察せざるを得ない状況になると思われる。また、耳鼻咽喉科医は嚥下評価だ
けでなく、口から食べるためにさまざまなリハビリテーション・指導を多職種間のチーム医療として構築することも必
要と考える。本セミナーでは東京都豊島区での在宅診療例をあげ、実際の状況、今後必要な検討課題等について発表す
る。

Ⅱ．東京都豊島区における在宅診療システム１）２）３）

東京都豊島区の医師会、歯科医師会、薬剤師会はすべて公益社団法人の形態をとっている。三師会と行政は在宅医
療ネットワーク事業として在宅医療支援体制を作り、数種類の分科会を立ち上げている。その中の口腔ケア・嚥下障害
分科会では耳鼻咽喉科医と歯科医が連携を密にして多職種間とのコミュニケーションをはかっている。年に２回は行政
主導で医師、歯科医師、歯科衛生士、看護師、ケアマネジャー、施設管理者、栄養士などが集まり多職種間の協議を行
っている。歯科医師会には「あぜりあ歯科診療所」という常勤医を有した診療所が豊島区役所内にある。そこの常勤歯
科医師は豊島区内の在宅および各高齢者介護施設への訪問歯科診療および訪問口腔衛生指導を行っている。高齢者介護
施設で VEが必要と思われる方は「あぜりあ歯科診療所」がコーディネーターとなり嘱託医の承諾を得て、耳鼻咽喉科
医会に連絡して耳鼻咽喉科医が VEを施行する。在宅の場合は主治医より耳鼻咽喉科医会に直接連絡があることもある
が、その時も「あぜりあ歯科診療所」がコーディネーターとなり、家族、ケアマネ等と検査日の調整を行う。VE施行
時は歯科医師、歯科衛生士、訪問看護師、言語聴覚士（ST）もできるだけ同席して一緒に VEの動画像を見て嚥下動態
の把握をする。耳鼻咽喉科医は、観察した状態を東京都耳鼻咽喉科医会作成のチェックリストに記載し、嚥下機能評価
の診断を行う。現在はこのチェックリストに兵頭ら４）が作成した嚥下内視鏡検査のスコア評価基準によるスコア作成を
行っている。嚥下指導計画書は歯科医師と一緒に作成し、口腔ケア、間接・直接訓練については「あぜりあ歯科診療
所」の歯科医師および歯科衛生士が直接指導するだけでなく生活環境や介護能力などを勘案して施設の訪問看護師、家
族、ケアマネージャー、ヘルパー等に指導している。
多職種間がかかわる場合、それぞれの職種間の調整をいかにスムーズに行うかが診療を進めていく上でキーポイント

となる。コーディネーター役である豊島区歯科医師会では口腔機能向上プログラムを作成して地域包括支援センターや
特養の看護師、栄養士、介護士に口腔ケア、発音訓練、間接訓練、直接訓練等の指導を行い、多職種間の連携をはかっ
ている。多職種間の交流は以前より歯科医師会が中心になり講演会などを開催していたこともあるため、コーディネー
ター役を歯科医師会にお願いしている。

VEを施行する際の必要な器材については現在と開始当時とは大きな違いがでている。往診開始当初は VEを行うフ
ァイバースコープの解像度も低く、モニターのサイズも小さいものであったが、光学機器と ITの進歩によりファイバ
ースコープの解像度、モニターへの出力もより大きくなりより鮮明で詳細な部分まで観察でき、一世代前の電子スコー
プレベルまで性能は進歩している。

Ⅲ．今後の検討課題
VEを中心とした嚥下障害の診断・治療を行う際、特養施設などの多職種が常勤している場所、在宅で行う診断・治

療とでは全く違うので対処法にも差がでてくる。特養施設では例えば食事の際のむせがある場合には理学療法士に依頼
して食後のタッピングや食前の Blowing、Huffingなどの排痰運動などの間接訓練を、食形態に問題があれば栄養士と
相談してエネルギー量、タンパク質量の低下をなるべく少なくしてペースト状やムース状の食形態の調整ができる。ま
た VEを施行した際には皆で嚥下動態を観察することによりそれぞれの職種の問題点を指摘することができる。そのた
め一人の患者に有用な事例をほかの人にも応用することができる。
一方在宅の場合はその負担を家族のキーパーソンや訪問看護師、ケアマネ、ヘルパーなどが引き受けなければならな

い。家族やキーパーソンの理解力や実践力がその本人のリハビリ、回復力に直結する。診療する耳鼻咽喉科の絶対数も
問題であるが、その周りで一緒に働く臨床経験豊富な訪問看護師や言語聴覚士（ST）も重要な立場にあるがこれらの
職種の絶対数も少なく、その充足は今後の問題である。
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また、嚥下障害の往診診療で一番困るのは認知症への対応である。認知症の進行による摂食障害のための往診依頼が
あるが、摂食の際の開口拒否や VE挿入拒否に遭遇する場合がある。ファイバー挿入不可の時は主治医と相談して可能
な限りの代償的手法を用いた経口摂取維持に努めるようにするが難儀であり、今後の課題である。
最後に、多職種の人たちとコミュニケーションをとるために必要最小限の各職種の技術等を知識として蓄えておくこ

とも大切になってくるため本セミナーではその点（間接訓練、嚥下調整食等）についても少しふれて発表する予定であ
る。

文献
１）日本耳鼻咽喉科学会（編）: 嚥下障害診療ガイドライン―耳鼻咽喉科外来における対応―, ２００８年度版, 金原出版,
東京, ２００８.

２）部坂弘彦 : 嚥下内視鏡検査（VE）について. 東京都摂食嚥下機能支援推進マニュアル. 東京都福祉保健局 医療
政策部 医療政策課２０１１: １７―２４.

３）部坂弘彦 : 嚥下障害患者への取り組み―現状と今後―. 嚥下医学, ２０１２; １巻 : ４３―４８.
４）兵頭政光, 西窪加緒里, 弘瀬かほり : 嚥下内視鏡検査におけるスコア評価基準（試案）の作成とその臨床的意義.
日耳鼻 ２０１０; １１３: ６７０―６７８.
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臨床セミナー⑹ PET―CTで何が分かる
猪原 秀典
大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学

フルオロデオキシグルコース（FDG）を用いたポジトロン断層撮影法（PET）検査は、近年では形態画像を同時に得
ることができる一体型 PET/CT装置が普及し、頭頸部癌の日常臨床において汎用されている。PET/CTは、①治療前
の staging、特にリンパ節転移・遠隔転移の評価、②重複癌の検出、③原発不明癌の原発部位の検出、④治療開始時に
おける予後の予測、⑤治療、特に化学放射線療法終了時の効果判定としての restaging、⑥術後あるいは化学放射線療
法後の再発の評価、等々において極めて有用であるが、一方で限界もあり決して万能ではない。今回のセミナーでは時
間の都合上、②重複癌の検出、④治療開始時における予後の予測、⑤治療、特に化学放射線療法終了時の効果判定とし
ての restaging、についてわれわれがこれまでに得た知見を中心に概説する。
重複癌の有無は頭頸部癌の治療方針の決定に影響を及ぼす。特に重複の頻度が高い食道癌については正確な評価が必

須である。食道癌は T3以上であれば PET/CTで１００％検出可能であるが、T2以下では検出感度が低い。特に T1aの検
出は不可能であり、頭頸部癌の work upに PET/CTを含む場合においても、上部消化管内視鏡をその work upから省
略することはできない。
近年、頭頸部進行癌においては臓器温存を目指した化学放射線同時併用療法が、従来の手術＋術後照射に加え新たな

一次治療の選択肢となった。しかし、化学放射線同時併用療法後に腫瘍が遺残あるいは再発し救済手術を行う場合は
QOLが著しく低下することから、治療開始前に responderと non―responderを鑑別することが重要である。即ち、治
療開始前に responder/non―responderを選別し、responderに対して化学放射線同時併用療法を、non―responderに対
して根治手術を行う治療の個別化が必要である。しかし、残念ながら従来の TNM分類は responderと non―responder
の予測には有用ではないため、新たな予測因子の確立が希求されている。そこでわれわれは、治療開始前の baseline
PET/CTがそうした予測因子として有用かどうか検討を行った。先ず化学放射線同時併用療法で加療する頭頸部進行癌
において、どの部位（上咽頭、中咽頭、下咽頭、喉頭）の原発巣の一次治療効果と、どの PET/CTパラメーター
（SUVmax, SUVmean, metabolic tumor volume［MTV］、total lesion glycolysis［TLG］）が最もよく相関するか検討を行
った。その結果、喉頭・下咽頭癌において原発巣の一次治療効果が原発巣のMTVと極めて強い相関を示すことが明ら
かとなった。次いで、responderと non―responderを鑑別するMTVの cut off値を決定し、高MTV群と低MTV群と
で予後を比較したところ、前者で粗生存率・喉頭生存率が極めて有意に不良であり、MTVが化学放射線同時併用療法
で加療する喉頭・下咽頭進行癌において独立した予後因子であることが明らかとなった。
一般に化学放射線同時併用療法の効果判定は Response Evaluation Criteria in Solid Tumors（RECIST）により行われ

る。しかし、RECISTで complete response（CR）と判定しても再発することが少なくない一方で、逆に partial response
（PR）と判定して手術を行っても病理組織学的に遺残を証明できないことも少なくない。そこで、治療後の腫瘍の活動
性を指標に効果判定を行う手法として PET Response Criteria in Solid Tumors（PERCIST）が提唱された。われわれは
化学放射線同時併用療法後の治療効果判定を治療終了後１１週目に CT、PET/CT、内視鏡の所見に基づいて行ってい
る。今回は化学放射線同時併用療法後の頸部転移リンパ節の治療効果判定についてわれわれの知見を紹介する。即ち、
CR/complete metabolic response（CMR）、CR/ partial metabolic response（PMR）、PR/CMR、PR/PMRのどの場合に頸
部郭清術を行うべきか、そして頸部制御率はどうかについて概説する。

PET/CTは高額な検査であり、医療経済の面からも徒に濫用することは避けなくてはならない。再発か治療後の変化
か鑑別が困難な場合、PET/CTは有用な情報をもたらす。一方、頭頸部癌患者の経過観察において定期的に PET/CT
検査を行う施設も散見されるが、そうした follow―up PET/CTが予後の向上に寄与する、というエビデンスは現状では
何ら無いということを忘れてはならない。われわれは現在、化学放射線同時併用療法後１年の時点における PET/CT
の有用性の有無について前向きに検証中であるが、これまでその PET/CTにより再発の早期発見に至ったのは１例の
みであり、生命予後に寄与したかどうかは不明である。
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臨床セミナー⑺ 耳鼻咽喉科医による聴神経腫瘍のマネージメント
橋本 省
国立病院機構仙台医療センター 副院長

１． はじめに
聴神経腫瘍（以下、本腫瘍）は代表的脳腫瘍の一つであり、第８脳神経の腫瘍であるが、ほとんどが前庭神経、特に

下前庭神経から発生する。発生には腫瘍抑制遺伝子である NF2 の失活が深くかかわっていると思われる。本腫瘍の初
発症状はほとんどが第８脳神経症状、すなわち聴力障害やめまいであるため、患者は先ず耳鼻咽喉科を受診することが
多い。したがって、われわれ耳鼻咽喉科医は見逃すことなく本腫瘍を診断し、マネージメントにかかわって行くべきで
ある。

２． 初発症状
本腫瘍の初発症状は難聴・耳鳴などの聴覚障害が約８０％を占める。耳鳴のみで発症する例もあるが、通常は一側性難

聴が多く、進行性あるいは急性発症である。急性発症感音難聴は症状発現時に突発性難聴と診断され治療されることが
多いが、そのうち約３～５％に本腫瘍によるものが含まれるため十分な病因検索が必要である。
一方、初発症状としてめまいや平衡障害（不安定感）を訴える例は１０～１５％と少ない。一般に本腫瘍の経過中のめま

いの発生は３０％程度とされているが、聴力が正常あるいは左右同等の場合に腫瘍の診断に結びつく症状として最も重要
な症状はめまいであり、めまいを訴える症例では常に本腫瘍の可能性を念頭に置く必要がある。
なお、顔面神経障害や味覚障害を訴える例は少数（１％以下）である。

３． 診断
かつて本腫瘍の診断は容易ではなく、症状や検査結果を総合的に考え診断を行っていた。現在ではMRIによって偶

然みつかる例があるなど、その診断は簡単になった感はあるが、腫瘍の可能性がある例すべてにMRIを行うことはさ
まざまな意味で妥当ではない。したがって、耳鼻咽喉科医としては症状や日常的な検査から腫瘍の可能性が高い例を選
別し診断に至る、という本来の考え方を身につけるべきであり、それが耳鼻咽喉科医としての醍醐味でもあると考える。
１） 機能検査
ⅰ）聴力検査
聴覚障害を訴える患者に対してまず外来で行われるのは純音聴力検査であるが、正常な例もまれではなく注意を要す

る。聴力型すなわちオージオグラムのパターンをみると、高音急墜型や水平型などさまざまではあるが、中でもいわゆ
る皿型・谷型は本腫瘍に特徴的とされる。
ところで、本腫瘍における聴力障害は主として後迷路性難聴であるとされてきた。しかし、実際に精査してみるとむ

しろ内耳性難聴を示す例があり、純粋な後迷路性難聴はさほど多くはない。
ⅱ）温度眼振検査（カロリック・テスト）
かつて本腫瘍の診断に必須とされていた温度眼振検査は、約３０％の false negativeがあるため、現在は診断には必須

とされていない。しかし、もしも一側性の感音難聴のある例で同側に半規管麻痺（CP）があれば、本腫瘍の可能性は
高いと言える。
ⅲ）ABR（聴性脳幹反応）
ABRは本腫瘍における陽性率が９５％前後と言われ、診断における重要な検査と位置づけられていた。しかし、最近

は初期の腫瘍が多く診断されるようになるに伴い正常の症例が少なからずみられるようになっており、実際の陽性率は
９０％前後と考えられる。すなわち１０％程度の false negativeがあることになり、ABRが正常でも腫瘍の存在を否定する
ことはできない。
２） 画像診断
ⅰ）単純Ｘ線撮影
Ｘ線撮影による内耳道上下径あるいは後壁の左右差は比較的陽性率の高い検査であり、明らかな左右差があれば腫瘍

の可能性は大きいと考えて精査を進めるべきである。
ⅱ）Ｘ線 CT
CTは特有の脳幹部アーティファクトや partial volume effectなどのため、造影なしでは小脳橋角部病変の見逃しが多

く本腫瘍の可能性のある患者では行う意味はない。また、造影を行っても初期の腫瘍の診断にはほとんど役立たない。
ⅲ）MRI
MRIは本腫瘍の診断法としてゴールド・スタンダードとされ、本腫瘍を疑う症例では絶対的に必須の検査であるこ

とは疑いがなく、また、急性感音難聴の症例ではMRIによって腫瘍のみならず難聴の原因となる病変が検出できるこ
とが多いため、極力MRIを行うべきという意見も多い。
本腫瘍の診断における条件は、造影剤を使用すること、および薄いスライスを使うことである。通常行われる脳のス

クリーニングMRIではスライスが厚く、また造影を行わないため見逃しが多い。本腫瘍の可能性のある症例にMRIを
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行う際は、上記の条件を決して忘れてはならない。ただし、水の信号を高分解能で描出できる高度 T2強調画像
（CISS、FSEなど）により腫瘍性病変の有無のスクリーニングは可能である。もし、所見があれば、造影により診断が
確定する。

４． 治療
１） 手術
本腫瘍の手術法は大きく分けて経迷路法、中頭蓋窩法、後Ｓ状洞法（後頭下開頭）法があるがそれぞれ長短がある。

また、術者によってそれぞれの変法や好みがあり、一概にどの方法が優れているとは言えない。ここでは各法の特長の
み述べておく。
ⅰ）経迷路法
内耳を削開するため聴力は失われるが、顔面神経保存率は極めて高い。また、患者への負担が少ないため術後の回復

が早い。聴力不良な例や聴力は残っていても顔面神経保存を最優先としたい場合に適する方法と言える。
ⅱ）中頭蓋窩法
内耳を削開しないので聴力良好例に対する聴力保存に適した方法とされるが、視野が比較的狭いため内耳道内腫瘍あ

るいは小腫瘍が良い適応となる。
ⅲ）後Ｓ状洞法（後頭下開頭）法
視野が広く、あらゆる大きさの腫瘍に用いられ、また、内耳を削開しなければ聴力保存も可能である。脳幹の処理も

上述の２法と比べ有利である。
２） 放射線治療
現在行われているのはガンマナイフ、サイバーナイフおよび IMRTに代表される定位分割照射であるが、いずれも

放射線治療であることに変わりはなく、腫瘍が消失することはない。また、聴力障害はほぼ必発とされるが、顔面神経
麻痺は少なくなった。
これら放射線治療では腫瘍が増大しなければ効果ありとされるが、元々腫瘍の増大が極めて緩徐な例が多いから、

個々の症例で本法の効果があったか否かは十分検討した上で判定する必要がある。また、悪性転化した例もあり、長期
的な予後については十分な検討は成されていない。高齢者や合併症などにより手術を避けたい症例では極めて有用と思
われるが、特に若い症例に対しては慎重であるべきである。

５． Wait and Scan（経過観察）
MRIの発達、普及により本腫瘍の診断は比較的容易になり、症例によってはさまざまな理由で経過観察となる症例

も増えたが、その過程で本腫瘍の増大はかなり緩徐であることが分かってきた。一般に２、３年の経過では約半数の例
でほとんど腫瘍の増大は認められず、直ちに治療の適応とはならない。したがって、手術の絶対的適応となるような症
例を除いては、定期的にMRIで腫瘍の増大の有無を監視しつつ経過観察を行う方針がとられることが多い。

６． 聴神経腫瘍のマネージメント
脳幹を圧迫するような中等大以上の腫瘍は手術の絶対的適応であり、仮に聴力が残っていてもこれを保存することは

極めて難しいため、顔面神経機能の保存に全力を注ぐべきである。問題は小さな腫瘍であり、状況によりさまざまな方
針が考えられる。治療方針に影響する要因は主として聴力・年齢などであるが、腫瘍の増大は極めて緩徐な例が多いた
め、まずはWait and Scanとした上で、増大が確認されれば手術などの治療を行うという方針がとられることが多い。
ただし、聴力良好な例では聴力保存を図るために早期に手術を行うことも考慮すべきとされる。
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臨床セミナー⑻ 小児滲出性中耳炎診療ガイドラインを理解する
伊藤 真人
自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児耳鼻咽喉科

今年「小児滲出性中耳炎診療ガイドライン２０１５年版」が発刊された。小児滲出性中耳炎は、これまで諸家の間で診断
や治療法など臨床管理の仕方に幅があることから、えてして「医療機関によって治療方針が全く異なっている」かのよ
うに受け止められがちな疾患であった。本ガイドラインは、わが国初の小児滲出性中耳炎ガイドライン（初版）であ
り、欧米のガイドラインとはその作成コンセプトに違いがあることを知ることが、本ガイドラインの理解の助けとな
る。本ガイドラインは、わが国の実情に即した臨床管理の指針を示すとともに、現状で得られる小児滲出性中耳炎診療
に関するエビデンスを明らかにしたものである。
滲出性中耳炎とは、急性炎症を伴わず中耳に貯留液を認める状態であり、“鼓膜に穿孔がなく、中耳腔に貯留液をも

たらし難聴の原因となるが、急性炎症症状すなわち耳痛や発熱のない中耳炎”と定義される。しばしば急性中耳炎を契
機に発症もしくは発見されるが、鼓膜所見だけでは急性中耳炎の治癒期と滲出性中耳炎の判別は困難なことから、急性
炎症を示唆する臨床症状の有無が両者の鑑別となる。滲出性中耳炎は小児においては、就学前に９０％が一度は罹患する
中耳疾患であり、小児に難聴を引き起こす最大の原因である。１歳までに５０％以上の小児が滲出性中耳炎に罹患し、２
歳までに６０％以上が罹患することが知られており、極めて多くの子どもたちが、大なり小なりさまざまな影響を受けて
いる Common diseaseである。
小児滲出性中耳炎の診療ガイドラインは、２００４年の米国の小児滲出性中耳炎臨床ガイドラインや２００８年の英国 NICE

ガイドラインがあるが、近年世界各地で OMEガイドライン作成の機運が高まっている。欧米では小児科医や家庭医が
小児滲出性中耳炎のプライマリケアを担当することが多いことから、欧米のガイドラインの主要な目的は、「いつ、ど
の時点で鼓膜チューブ留置手術のために耳鼻咽喉科専門医へ紹介するか」である。発症早期の３カ月間はWatchful
waitingの期間であり、治療は行わないのが一般的である。治療法も手術加療（主に鼓膜チューブ留置術）のみであり、
保存的治療は行わないと述べられている。一方で、耳鼻咽喉科医が小児滲出性中耳炎のプライマリケアを担当すること
も多いわが国では、小児滲出性中耳炎は周辺器官の炎症病変との関連性の中でとらえられており、経過観察や治療の対
象には単に中耳貯留液ばかりではなく、周辺器官の病変も含まれている。小児滲出性中耳炎の診断と治療の指針（ガイ
ドライン）作成においては、本邦の現状をふまえた検討と統一された評価が必要である。今回のガイドライン作成の根
底にあるコンセプトは、小児滲出性中耳炎の経過観察を含めた臨床管理には、中耳貯留液や鼓膜の病的変化などの滲出
性中耳炎そのものへの対応ばかりではなく、その病態を考慮して周辺器官の病変への対応が含まれるべきであるという
ことである。
治療に関してはクリニカルクエッション（CQ）に対する答えを、推奨度を明記して示した。

臨床セミナー８では、これらの各 CQの推奨について解説を行うとともに、エビデンスの根拠となった臨床研究の問
題点と限界、今後求められているエビデンス（臨床研究）についても若干の考察を交えて述べる予定である。

診療アルゴリズム
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臨床セミナー⑼ 高齢者の頭頸部癌への対応
横島 一彦
日本医科大学耳鼻咽喉科学教室

はじめに
本邦の高齢化率（６５歳以上の高齢者が全人口に占める比率）の上昇が指摘されて久しい。１９５０年には５％に満たなか

ったが、１９７０年には７％を超え高齢化社会に、１９９４年には１４％を超え高齢社会になった。現在は、２５％を超えている。
その進行は、今後も続くことが予想され、他国に例を見ない急速なスピードであるため、社会がそれに追いついていな
いように感じる。医療も変わっていかなければいけないが、現状では十分と言えないように思われる。
そこで、本セミナーでは、われわれが現在までに行ってきた高齢頭頸部癌患者への診療内容の解析と頭頸部がん専門

医を対象に行ったアンケート調査から、課題を明らかにし、解決策を考察する予定である。

高齢頭頸部癌患者は増えているのか？
高齢者が明らかに増加しているため、高齢頭頸部癌患者が増加することは容易に推測できる。施設毎の統計を見ても、

それを支持する結果になっていることが多い。また、頭頸部がん専門医の大多数は高齢頭頸部癌患者の増加を感じてい
る。
しかし、その根拠は十分とは言えない。日本頭頸部癌学会が主導している頭頸部癌登録は、登録症例数の不十分さか

ら、未だ実態の把握に足るものになっていない。また、一時期中断を余儀なくされたことにより経時的な変化を調査す
ることはできない。今後の登録症例数の増加と登録の継続に期待するところが大きい。

これらの症例をどう診療するのか？
誰もが遭遇すると思われる２症例を挙げる。これらに如何なる治療方法を勧めるであろうか？ 担当医になったと思

って考えていただきたい。
【症例１】９０歳男性。喉頭（声門）癌 T3N0M0。生検病理検査で高分化型扁平上皮癌と診断。Performance Status

（PS）０。併存疾患はなく、通常は一人暮らしをしている。
【症例２】７７歳男性。中咽頭（口蓋扁桃）癌 T3N2bM0。生検病理検査で HPV陰性の中分化型扁平上皮癌と診断。PS
１。最近、外出することが少なくなったが、併存疾患はなく、妻と娘家族と生活している。
頭頸部がん専門医に２症例への対応をアンケート調査した結果によると、症例１に対しては大多数が手術を選択し

た。喉頭全摘出術は安全な手術であるとの意見でほぼ一致していた。それに対して症例２にはかなり多くの選択があ
り、一致した意見が得られたとは言い難い状況であった。また、上記した情報だけでは判断しにくいとの指摘を受け
た。しかし、これが高齢頭頸部癌患者への対応の現状であると考えられた。つまり、症例２のようなケースでは一定し
た判断基準がなく、個々の意見に左右される治療選択をしている現実が明らかになった。

高齢者の頭頸部癌治療は難しいのか？
高齢者の治療には制限・限界があることは明らかであるものの、可否の境界が分かりにくい。加齢による機能低下は

重要臓器の顕在化した問題のみならず、内分泌機能や免疫機能には顕在化していない障害があるとされる。しかも、そ
れが複数存在することが多く、治療の可否の判断が非常に複雑になる。
不顕性の嚥下障害が問題になることは多い。手術においても、化学放射線療法を行うにあたっても、治療による有害

事象が加わることで、経口摂取に支障を来す可能性があることを十分考えて治療方針をたてる必要がある。大規模手術
においては喉頭を温存する口腔・中咽頭では誤嚥性肺炎のリスクが上昇するのは非高齢者に比べて顕著である。また、
同様の規模の喉頭全摘出術を含む手術では順調な術後経過であることが多い。
認知機能の障害は、対応が最も困難な課題の一つである。いったんは納得したようなことも、突然に激昂・撤回する

ようなことが生じやすく、理屈で診療を進めることができないことが多い。また、認知症と診断されなかったとしても、
理解力の低下や闘病意欲の減退はインフォームド・コンセントの妨げになる。

現状では、どのようにして治療の選択をしているのか？
アンケートでは、“暦年齢でなく、患者個々の状況によって治療方針を決める。”に大多数が賛成し、“ある暦年齢以

上の患者には、根治治療をすべきでない。”には、多くが反対であった。つまり、多くの専門医は、いくら高齢であっ
ても、治療が不可能であるとの明らかな理由がない限り、多くの併存疾患に対応した上で、症例毎の個別化した根治治
療を目指すという意見なのである。
しかし、治療可能とする判断基準が曖昧であり、施設による考え方に差異が大きいとの指摘を受けた。また、現在の

このような考え方で治療が選択できるのは、本邦の優れた保健医療制度や福祉の恩恵であるが、医療経済的視点を持つ
ことも重要であるとの意見も少なからずあった。
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これから何が必要なのか？
本来なら EBM（Evidence―based Medicine）を目指して、RCT（Randomized Controlled Trial）が必要と言うべきなの

であろう。しかし、日常臨床で受ける高齢頭頸部癌患者の不均一な印象を考えると、それは現実的ではないように思わ
れる。臨床試験で要求される均一性に適合しないのが、高齢頭頸部癌患者なのかもしれない。
頭頸部癌や併存疾患についての科学的な評価を重要視しながらも、患者の背景に目を向け、若年者よりも平均余命が

短い患者個人の人生観・死生観、家族とのかかわりを傾聴し治療に誘導する NBM（Narrative―based Medicine）が、今
まで以上に重要視されるべきなのであろう。患者一人一人に真摯に向かって得た経験、全人的医療の結果を解析するこ
とが肝要と思われる。

参考資料
平成２６年版高齢社会白書 内閣府
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臨床セミナー⑽ 経鼻内視鏡頭蓋底手術の進歩
戸田 正博
慶應義塾大学医学部 脳神経外科

内視鏡手術の進歩に伴い、脳神経外科においても経鼻内視鏡手術が普及しつつあり、顕微鏡下では到達困難な部位ま
で操作可能であることから、手術対象がトルコ鞍の下垂体腫瘍から頭蓋底疾患へ拡大している。実際に、経鼻内視鏡頭
蓋底手術（endoscopic endonasal skull base surgery : EESS）により、従来の開頭術より低侵襲でかつ良好な治療成績
の報告例が増えている。一方、EESSは、これまでとは異なる外科解剖や新たな手術手技の習得が必要であり、安全性
および治療成績の向上のため、経鼻内視鏡手術に習熟した耳鼻科医によるサポートがきわめて重要である。

EESSの歴史
１９０６年、初めて経蝶形骨アプローチで下垂体腫瘍を摘出した報告例がある。１９６３年には脳外科で初めて内視鏡が経蝶
形骨手術へ応用された。しかし、当時の内視鏡は解像度が悪く、１９６７年、Hardyが顕微鏡を用いて経蝶形骨手術の原型
を確立したことから、以後、Hardy法がトルコ鞍アプローチの標準的術式となった。１９７０年代になり、経蝶形骨手術に
再び内視鏡が導入された。顕微鏡では死角となる鞍上部腫瘍の観察に内視鏡が有用であることから、顕微鏡下手術を補
助する内視鏡手術が報告されるようになった。さらに、内視鏡をはじめとする新たな手術機器の開発に伴い、１９９２年、
内視鏡単独の経蝶形骨アプローチによる下垂体手術例が報告された。以後、さまざまな施設から、下垂体腫瘍に対する
内視鏡単独手術が報告されたが、Cappabiancaらが経鼻内視鏡手術の有用性を示し、頭蓋底疾患へ拡大応用したことか
ら、EESSが誕生した。初期は、内視鏡専用手術器具やナビゲーションシステムもなく、内視鏡単独手術にはかなり制
約があったが、２００５年、Kassamらが耳鼻科・脳外科チームによる EESSの有用性を示し、以後この手術が飛躍的に発
展した。

EESSの対象疾患
EESSの主な対象は、下垂体腺腫、ラトケ嚢胞、頭蓋咽頭腫、髄膜腫、脊索腫、髄液漏、副鼻腔腫瘍、嗅神経芽細胞

腫など、正中近傍の頭蓋底疾患である。EESSでアプローチ可能な範囲は、基本的に内頸動脈内側の矢状断で前頭洞後
壁から頭蓋頸椎移行部であるが、眼窩、中頭蓋窩、後頭蓋窩など側方病変に対する有用性も報告され、適応疾患・アプ
ローチ範囲は拡大している。
下垂体腫瘍などトルコ鞍内病変は、EESSを理解・習得するために、はじめに取り組むべき疾患である。頭蓋咽頭腫

も下垂体茎との位置関係によるが、良い適応疾患の一つである。硬膜外に発生する斜台脊索腫は、開頭術と比較して低
侵襲でかつ腫瘍に直接到達可能な疾患であり、良好な手術成績が報告されている。しかし、硬膜下進展した脊索腫は、
脳幹、神経、血管などから剥離が必要となり、合併症のリスクが高いため、十分な経験と技術を有する施設が取り組む
べきである。髄膜腫などの硬膜下病変も、正中近傍で、血管や神経を巻き込んでいない場合、EESSの適応となる。特
に視神経管内下方へ進展した鞍結節髄膜腫は、開頭術ではアプローチ困難であり、良い適応である。一方、内頸動脈、
前大脳動脈などを巻き込んで側方や上方進展した症例は除外すべきである。EESSでは、開頭術では到達困難な部位
が、安全に操作可能となる症例があり、適応を正しく選択することにより、低侵襲でかつ根治性の高い手術が実行でき
る。

内視鏡および手術器具
EESSにおいて内視鏡の解像度が重要であり、ハイビジョンで外径 4mmの硬性鏡が主に使用される。耳鼻科とのチ

ーム手術では、内視鏡はフリーハンドで操作され、基本的に直視鏡が用いられる。視野と術操作との乖離が少なく、安
全性および手術時間の短縮に繋がる。一方、トルコ鞍内から鞍上部腫瘍を摘出する際など、手術器具との干渉を回避す
るために斜視鏡は有用である。しかし、直視鏡と比較して、斜視鏡では、視野内で手術器具の届かない範囲が拡大する
ことを認識すべきであり、深追いすると危険を伴う。現在、国内の多くの施設では、内視鏡を固定して EESSが行われ
ており、フロアスタンド型固定器は比較的スムーズに固定位置を変えられるため有用である。
安全性を高めるため、術中ナビゲーションは重要であり、内頸動脈を同定するために、超音波ドップラーも有用であ

る。顕微鏡下の経鼻手術では視野確保のため鼻鏡が必須であるが、EESSでは鼻鏡を使用せず両側鼻孔アプローチによ
り、操作性を高めることができる。ピストル型（シングルシャフト）の鋏、鉗子などは基本的な手術器具であり、経鼻
用長径・弱弯のドリルやバイポーラーも重要である。さまざまな経鼻専用器具も開発されているが、繊細な操作は未だ
十分でなく、今後も新たな手術器具の開発が必要である。

合併症
従来の顕微鏡下・経蝶形骨手術と内視鏡手術では、合併症の頻度に有意差はないと報告されている。最も重大な合併

症のひとつは内頸動脈損傷であり、０．２５％程度と報告されている。内頸動脈を損傷しないために、EESSにおける頭蓋
底解剖の知識を高めることが重要であり、安全性を向上させるため、術中ナビゲーション、超音波ドップラーを積極的
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に利用する。術後髄液漏は、EESSの合併症として頻度が高く、硬膜下操作後には確実な硬膜閉鎖テクニックが求めら
れる。初期の報告では術後髄液漏はかなり高頻度であったが、有茎鼻中隔粘膜弁などの硬膜閉鎖法の工夫により、最近
では、術後髄液漏の頻度は約５％と報告されている。しかし、今後も硬膜閉鎖法にさらなる工夫が必要であり、標準化
した術式の確立が望まれる。EESSは、これまでとは異なる外科解剖や新たな手術手技の習得が必要であるため、手術
難易度に応じて、５段階のレベルが提唱されており（Ⅰ：副鼻腔手術、Ⅱ：下垂体手術、Ⅲ：硬膜外頭蓋底手術、Ⅳ：
硬膜下頭蓋底手術、Ⅴ：脳血管手術および側方頭蓋底手術）、段階的な技術習得が、合併症を回避するために重要であ
る。

EESSの今後
現在、内視鏡手術の欠点として、立体視できないことがあり、術者の経験と知識により深さのイメージを補いつつ術

操作を行っている。その解決策として、拡大して観察したり、内視鏡を固定せず動的に術野を展開することにより、あ
る程度深さを感じることができる。一方、すでに立体視可能な３次元経鼻内視鏡が臨床応用されたが、完成度はまだ十
分でなく、かつ高額で普及には至っていない。頭蓋内操作における立体視はきわめて重要であり、今後のさらなる改良
が望まれる。

EESSは今後さらなる発展が期待される手術法であるが、確立された手術法として普及していくためには、長期成績
の評価が必要である。また、耳鼻科とのチーム手術は、最適な視野確保やスムーズな術操作を実現するなど、EESSの
質を向上し、かつ予想外の出血や合併症に対応する局面での役割も大きい。実際に、良いチームによる EESSは、安全
性および治療成績の向上に大きく貢献している。しかし、国内で耳鼻科とのチーム手術が行われている施設は少なく、
今後チーム手術を普及していくために、診療報酬の改訂など、耳鼻科医のインセンティブを考慮する体制整備が課題で
ある。
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経鼻内視鏡頭蓋底手術の進歩

冨田 俊樹
慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

頭蓋底は耳鼻咽喉科と脳神経外科の境界領域であり、良性および悪性腫瘍、炎症、外傷、さらに先天性疾患など、外
科的治療を要する多彩な病態が存在する。頭蓋底には脳神経や内頸動脈など重要構造物が密集しているため、外科的ア
プローチは困難で繊細な手術手技が要求される。
頭蓋底に浸潤した副鼻腔癌に対する前頭蓋底手術は、開頭と顔面の皮膚切開を伴うオープンサージェリーで、１９６０年

代に始まった。再建外科の進歩とともに安全性が確立され世界的に広まったが、２０００年頃にはその適応と限界が明らか
になってきた。
一方、１９８０年代から普及した内視鏡下副鼻腔手術（ESS）は、内視鏡や CCDカメラをはじめとする機器の進歩に支

えられ、下垂体腫瘍など頭蓋底手術に応用されるようになった。
米国ピッツバーグ大学では、１９９０年代半ばに耳鼻科と脳外科がチームで行う経鼻内視鏡頭蓋底手術（endoscopic en-

donasal skull base surgery : EESS）を提唱し、世界をリードしてきた。慶應義塾大学ではピッツバーグ方式を踏襲し、
２００８年からこれまでに約３００例の EESSを行ってきた。

EESSの原則として、副鼻腔を過不足なく開放し頭蓋底へアプローチすること、耳鼻科と脳外科のチームサージェリ
ーを行うこと、ダイナミックな内視鏡画像のもと両外鼻孔から両手で操作すること、が挙げられる。正常な脳を触らず
に頭蓋底へアプローチできること、頭部や顔面に傷が残らないこと、創傷治癒が早いことが大きなメリットである。
実際の手術のステップは、アプローチ、腫瘍摘出、頭蓋底再建の３つに分けられる。
アプローチは耳鼻科医単独で、ESSの手技に準じて必要に応じた副鼻腔開放を行う。アプローチ法は矢状断（前頭洞

から斜台）と冠状断（正中から眼窩内側、中頭蓋底）に区画分類すると理解しやすい。矢状断では、transfrontal、tran-
scribriform、transplanum、transsellar、transclival、transodontoid approachに分類される。冠状断には、transorbital、
transpterygoid、infrapetrous approachなどがある。なるべく側視鏡を使わず直視鏡下の手術ができるよう、症例に応
じて鼻中隔後半部を切除し、外鼻孔から頭蓋底に通じる surgical corridorをつくる。鼻副鼻腔に腫瘍があれば耳鼻科医
が摘出するが、片手操作の限界にきたら脳外科医が参加し、four hands surgeryを行う。すなわち耳鼻科医が右鼻から
内視鏡と洗浄用シリンジを挿入し、脳外科医が右鼻から吸引管、左鼻からドリルや鉗子を入れ頭蓋底骨を削開し腫瘍を
摘出する。
硬膜および頭蓋底の再建は、EESSの安全性を担保するために重要である。頭蓋内と鼻副鼻腔を確実に遮断しないと

術後髄液漏を来し、髄膜炎や脳炎など重篤な合併症を併発する危険性がある。マイナーな髄液漏は、筋膜、脂肪、鼻粘
膜など遊離グラフトをフィブリン糊で固定するパッチ閉鎖法で対応できることが多い。広範囲の硬膜・頭蓋底欠損を生
じた場合、大腿筋膜などの強固なグラフトを用いても water tightの縫合はできないため、術後髄液漏のリスクが残る。
鼻中隔粘膜弁は蝶口蓋動脈に栄養された pedicle flapで、斜台からトルコ鞍、蝶形骨平面、後篩骨洞天蓋まで届く。ま
た、前方茎の頭蓋骨膜弁は前頭洞前壁に空けたスリットから挿入し、前頭洞後壁から篩骨洞天蓋、蝶形骨平面まで被う
ことができる。これらの pedicle flapは血流を有するため術後早期に頭蓋底に生着し、術後髄液漏のリスクを最小限に
する。頭蓋底髄膜腫や嗅神経芽細胞腫など広範囲の頭蓋底欠損が生じた場合は、硬膜欠損部に inlayで大腿筋膜を挿入
し、前方から頭蓋骨膜弁、後方から鼻中隔粘膜弁を onlayで重ねるようにしてmultilayer reconstructionを行う。状況
に応じた頭蓋底再建法により、われわれの術後髄液漏の発生率は５％前後にとどまっている。術後１週間以内に鼻内パ
ッキングは抜去するが、電子内視鏡にて術後髄液漏の有無を確認する。術後髄液漏を認めても小範囲の瘻孔であり、脂
肪や筋膜によるパッチ閉鎖術で対応可能である。

EESSでは基板を中心とした副鼻腔解剖を脳外科医に分かりやすく伝える必要がある。また、トルコ鞍底、視神経管、
内頸動脈隆起など蝶形骨洞の構造、前および後篩骨動脈・蝶口蓋動脈・内頸動脈の走行と支配、蝶口蓋孔・翼突
（Vidian）管・翼口蓋窩といったランドマークの内視鏡解剖を理解する。
講演では、各論として、特発性鼻性髄液漏、嗅神経芽細胞腫、鼻副鼻腔癌、副鼻腔神経鞘腫、錐体尖コレステリン肉

芽腫などの症例を提示する。
悪性腫瘍に対する EESSは、腫瘍を一塊に摘出できないため、当初は多くの頭頸部外科医から批判を浴びた。しかし

近年、その治療成績が従来のオープンサージェリーに劣らないことが分かってきた。われわれは同じチームで開頭と経
鼻内視鏡を組み合わせた combined approachも行うし、眼窩内浸潤を来した鼻副鼻腔癌ではオープンサージェリーも
行う。当院における悪性腫瘍に対する EESSの初期成績は良好であり、適切な症例選択が功を奏している可能性が高い。
錐体尖コレステリン肉芽腫の手術法には中頭蓋窩法もしくは経蝸牛法などの側頭骨アプローチがあるが、蝶形骨洞へ

の恒久的なドレナージがつけられる症例は EESSの良い適応である。
EESSを担う耳鼻科医の育成は重要である。当院では１００例以上の ESS経験を持つ入局後６～８年の専門医に EESS

の教育を行った。当大学クリニカルアナトミーラボにおいて cadaver dissectionを行い、実態模型を用いた手術セミナ
ーを開催した。実際の手術はすべてビデオモニターし、flap elevationの手技や内視鏡ハンドリングを段階的に向上させ
ている。4 hands surgeryでは、耳鼻科と脳外科の組み合わせが、助教同士、助教とスタッフ、スタッフ同士と、局面
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に応じて交替する。
かつて鼻副鼻腔の頭蓋底手術といえば、悪性腫瘍に対するオープンサージェリーを指していた。ESSの発展とともに

そのテクノロジーやテクニックが頭蓋底手術に応用され、EESSでは悪性腫瘍のみならず、良性腫瘍、炎症性疾患、脳
外科疾患にまで領域が拡大した。ESSスペシャリストや頭頸部外科医が参入し、脳神経外科と耳鼻咽喉科という診療科
の枠を超えて、患者中心の医療を構築していくことが重要である。
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モーニングセミナー⑴ 特別セミナー

Surgical Tips and Pitfalls in Tympanomastoid Surgery

D. Bradley Welling, M.D., Ph.D., FACS
Chief of Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear
Chief of Otolaryngology, Massachusetts General Hospital
Walter Augustus LeCompte Professor and Chair of Otology and Laryngology, Harvard Medical School

Ten surgical tips and pitfalls in tympanomastoid surgery will be outlined as follows : To avoid complications and
maximize outcomes, the importance of 1）preparation for surgery in office and in operating room ; 2）exposure ; 3）he-
mostasis ; 4）surgical approach ; 5）facial nerve exposure and monitoring ; 6）cholesteatoma ; 7）chronic mastoiditis ;
8）ossicular reconstruction and hearing rehabilitation ; 9）meatoplasty or canal closure ; and 10）postopterative care are
discussed.

Critical and objective observation of one’s surgical results with standardized metrics for reporting are crucial for
continued improvement and maximal patient benefit.
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モーニングセミナー⑵ 耳鼻咽喉科診療における基本外来処置
佐々木俊一
足利赤十字病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳鼻咽喉科の外来診療の特徴として、さまざまな診療器材・器機を用いて施行する処置・検査が多数存在することで
ある。耳鏡・鼻鏡をはじめとする従来から用いられているものもあれば、電子スコープのように最近開発されたものま
で幅広い種類の器材・器機がある。近年医療界全体に、患者安全管理の意識が高まってきており、安全管理の一環とし
て感染対策は極めて重要な位置を占めるようになっている。例えば、内視鏡については上部・下部消化管内視鏡では、
早期より洗浄システムが確立されていたが、耳鼻咽喉科で使用する喉頭内視鏡の洗浄については近年になり洗浄システ
ムが整備されつつあるのが現状である。
本セミナーでは前半は、基本処置である耳処置・鼻処置・耳管通気処置を中心に実際の処置の手技について解説し、

後半では感染対策として当科で施行している器材の使用方法について解説する。
さらに従来の診療器材については、感染・非感染で分類して個別パックでの滅菌処理耳鏡・鼻鏡・舌圧子・吸引管・

通気管・間接喉頭鏡については、いくつかの組み合わせて滅菌パックし基本セットとして準備し、それらの中から、２
種・３種と多く使用するものを組み合わせている。綿棒についても２本単位と４本単位のパックとして、各々数パック
を診療ユニットに準備しておく。薬液瓶は、従来品より小型化し容易に開閉することができる蓋がついているものに変
更した。またスプレーについては、ノズルの先端に吸引カテーテルを約 1cmに切ったものを用意し、患者毎に付け替
えることで、鼻粘膜に当たって戻ってきたものが、ノズルに付着するのを防ぐようにした。
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モーニングセミナー⑶ 顔面神経手術
羽藤 直人
愛媛大学 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

［はじめに］
顔面神経手術には顔面神経減荷手術、吻合手術、移植手術などがある。なかでは顔面神経減荷手術が最も一般的であ

るが、効果に関するエビデンスが欠如しているため、手術件数は減少傾向にある。一方で、顔面神経減荷手術が唯一の
有効な治療法である症例は確実に存在する。またアプローチ法は、経乳突法、経中頭蓋窩法あるいは両者の併用があ
り、標準化されていない。このように混沌とした顔面神経減荷手術であるが、その過去、現在、未来と手術法について
分かりやすく解説する。
また顔面神経吻合・移植手術はその多くが形成外科で施行されるため、耳鼻咽喉科では馴染みが少ないと思われる。

ただし原理を理解してコツさえつかめば、耳鼻咽喉科医にも難しくない。舌下神経と顔面神経のジャンプグラフトを中
心に、最新の人工神経情報を含め紹介する。

［顔面神経減荷手術］
１． Bell麻痺と Hunt症候群
本邦では顔面神経減荷手術の主な対象疾患が Bell麻痺と Hunt症候群である。通常、麻痺の程度では４０点法（柳原

法）スコアで８～１０/４０以下、電気生理学的にも高度な神経変性（Electroneuronography：１０％以下、Nerve Excitability
Test：10mA scale out）を認めた際に適応となる。欧米では経中頭蓋窩法と経乳突法を併用した全減荷が、発症２週以
内の早期に選択される場合が多く、本邦では経乳突法で行う膝神経節より末梢の減荷手術が主流で、発症２週以降の手
術も行われている。２０１３年にコクランから Bell麻痺に対する減荷手術のレビューが発表された。この論文では１９９６～
２０１２年の前向きランダム化比較試験を検索し、基準を満たした臨床試験として２件のみを採用、計６９症例を選択してい
る。しかし、減荷手術の有効性を結論づけるには症例数が少なすぎるため、エビデンスとしては不十分としている。こ
のように、顔面神経減荷手術は、その意義や方法に国際的なコンセンサスがまだ得られていない。今後の前向きランダ
ム化比較試験による有効性検証が必須である。
顔面神経減荷手術の目的は、神経骨壁を除去することで、虚血、浮腫、絞扼の悪循環を停止させ、神経障害がさらに

進行することを防止することにある。神経障害は脱髄、軸索変性、神経変性の順に高度であり、脱髄が主体であれば神
経再生は良好で麻痺は完全に治癒するが、軸索変性の割合が多いと後遺症が出現する。軸索変性の割合が１００％となれ
ば神経変性となり、病的共同運動や表情筋の拘縮等の後遺症は必発となる。神経変性に至れば、顔面神経減荷手術その
ものには再生促進効果はないため有効性は低く、従って晩期減荷手術の効果には限界がある。近年演者らは、ゼラチン
ハイドロゲルを用いて神経栄養因子である bFGFを徐放投与する神経再生促減荷手術を導入し、良好な神経再生効果を
得ている。今後、顔面神経減荷手術の従来法と神経再生法との多施設共同前向き比較試験を開始予定であり、世界で初
めて減荷手術の有効性に関する高いレベルのエビデンスが得られると期待されている。
２． 外傷性顔面神経麻痺
外傷性顔面神経麻痺の多くは側頭骨骨折に伴い、全側頭骨骨折の７～１０％に生じる。即発性の高度麻痺が手術の適応

であり、手術の主目的は骨折に伴う神経圧迫や浮腫、血腫等の病変除去である。外傷性顔面神経麻痺に対する減荷手術
は、手術時期や主病変部位、手術経路や減荷範囲が多岐に渡るため、高いレベルのエビデンスがなく、減荷手術の効果
に関して定まった見解がない。近年のシステマティックレビューによるメタアナリシスでは、むしろ減荷手術に対し否
定的な論調の報告がなされている。
われわれの施設で過去に治療を行った１６１例の側頭骨外傷に伴う顔面神経麻痺について、レトロスペクティブに検討

を行ったところ、即発性の高度障害例にはほぼ全例に手術治療を適応していた。手術症例は側頭骨縦骨折が多く、大半
が膝神経節より末梢の障害であり、これらの症例には経乳突法にて神経減荷が可能であった。骨折部位が末梢であるほ
ど減荷手術は容易であるが、治療成績は部位別には大差ない結果であった。内耳道や迷路部の障害では、高侵襲な経中
頭蓋窩法や経迷路法が必要となるが、経乳突法と遜色ない良好な治療成績であり、積極的に取り組むべき治療法と考え
る。一方、水平部の骨折例には、手術手技の改良を含め今後の成績改善への取り組みが必要と思われた。
手術時期に関しては、減荷手術は遅くとも発症後２カ月以内に行うべきであり、２週以内がゴールデンタイムである

ことが明らかとなった。２週以内の減荷手術は極めて優れた治療成績を示しており、側頭骨骨折に伴う外傷性顔面神経
麻痺に対し、手術治療を行う際の重要な指標と考える。一方で、意識障害やほかの合併症、紹介の遅れなどにより、減
荷手術の適応判断が発症後２週以内では困難な症例も少なくない。このような症例への対応策として、演者らは Bell
麻痺や Hunt症候群同様、徐放化 bFGFを用いた神経再生促進顔面神経減荷手術を行っている。これまでの施行症例で
は良好な回復を認めている。今後はこの新しい再生促進減荷手術に対し、時期的な限界を多数例で検証する予定である。
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［顔面神経吻合・移植手術］
１． 顔面神経鞘腫
顔面神経鞘腫は側頭骨内原発が多いが、中頭蓋窩進展例や耳下腺内原発例など臨床像は多彩である。近年、被膜外摘

出であれば顔面神経麻痺は発症しても軽度で回復しやすいとする報告もあるが、治療の主体は神経を切断する腫瘍の全
摘手術であり、摘出後の神経欠損には神経移植を必要とする。ドナー神経としては大耳介神経や腓腹神経が多いが、最
近では臨床使用が可能となった人工神経も用いられる場合がある。症例を提示し、顔面神経再建法と予後などを報告す
る。
２． 聴神経腫瘍
聴神経腫瘍手術時に顔面神経を損傷し、端々吻合や神経移植が困難な完全離断例に対しては、顔面神経―舌下神経吻

合術を必要とする症例が多い。多くは形成外科で施行されているが、著者らは耳鼻咽喉科単独で同手術を施行してい
る。顔面神経―舌下神経吻合術は、大耳介神経を用いたジャンプグラフトが主体であるが、十分な顔面神経への再生力
を持ち、病的共同運動や拘縮は必発であるが、機能的にも審美的にも満足できる結果が得られている。舌下神経麻痺に
よる咀嚼障害、嚥下障害、会話困難は出現しない。手術の実際を、症例を提示し紹介する。

［おわりに］
顔面神経に対する外科手術は、顔面神経麻痺患者にとって最後の頼みの綱であり、耳鼻咽喉科医にとって専門性をよ

り高めるべき領域であろう。本セミナーをきっかけに、一歩踏み込んだ顔面神経治療を行っていただきたい。多くの方々
の聴講を期待しています。
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モーニングセミナー⑷ 外鼻形成術と鼻中隔矯正術
―鼻閉に対する Septorhinoplasty―

児玉 悟
大分大学耳鼻咽喉科

症例や病態に応じて、適切な術式を選択することはあらゆる外科手術において重要なことであり、近年、発展が目覚
ましい鼻科手術においては、術式選択はもちろん、手術手技の工夫や改良が活発に議論されている。海外にて開発され
た術式も積極的に導入されている一方で、日本人に合った術式にアレンジしていくことも大切である。鼻科臨床におい
て、鼻閉は最も重要な臨床症状であり、最近では鼻閉と睡眠障害など、鼻閉がさまざまな日常生活上の支障を来すこと
が明らかとなっており、鼻閉の改善こそ鼻科手術の重要なアウトカムといえる。鼻科手術の基本は鼻腔形態の矯正であ
り、鼻閉の原因を的確に捉え、それに適切に対処することは耳鼻咽喉科医にとって、非常に重要なことである。鼻中隔
弯曲症は鼻閉を来す代表的な疾患であり、鼻閉の改善のための鼻中隔矯正術は若手からベテランに至るまで幅広い年代
の耳鼻咽喉科医により、大学病院からサージセンターに至るまで幅広い施設において行われている手術であり、耳鼻咽
喉科医にとっては最も基本的な手術の１つといっても過言ではない。しかし鼻中隔弯曲症の中には、前弯が顕著な症例
や外鼻変形を伴うこともあり、このような症例では、通常の鼻内法による鼻中隔矯正術では、矯正が不十分で弯曲が残
ってしまうこともあり、結果として鼻閉の改善が十分に得られず、術後に鼻閉の再発を来すこともある。またこうした
症例では、無理に前弯を処理しようとして鼻中隔軟骨の前方を過剰に切除すると術後に鞍鼻を来すおそれもある１）。た
かがデビ、されどデビであり、鼻中隔矯正術は非常に奥が深い。鼻中隔弯曲症に加え、鼻骨骨折は耳鼻咽喉科医がしば
しば遭遇する疾患であり、鼻骨骨折に対する徒手整復術はおもに整容の改善を目的として、レジデント時代から経験す
る基本的な手技である。鼻骨骨折新鮮例に対して、その整復は容易な手技と考えられがちだが、陳旧性外傷に対する整
復、整容の改善においては難渋することも多く、また新鮮例であっても整復術後の創傷治癒過程において、瘢痕により
外鼻変形を来すこともある。こうした陳旧性外傷の患者では少なからず外鼻変形に加え、鼻腔形態の異常を伴うことも
多く、耳鼻咽喉科を受診する場合は、整容の改善よりも鼻閉の改善を第一に希望する場合が少なくない。こうした症例
に対して、耳鼻咽喉科医自身が適切な手術手技を持ち合わせていないために、耳鼻咽喉科領域の疾患にもかかわらず、
鼻閉治療も含めて形成外科頼みになってしまうこともあると思われる。
本来、鼻中隔は解剖学的に鼻中隔軟骨、篩骨垂直板、鋤骨、上顎骨鼻稜からなる平面的なものであるが、鼻中隔弯曲

にかかわる硬組織としてはさらに鼻骨や外側鼻軟骨が関与しており、外鼻形態や機能的鼻閉には鼻翼軟骨も関与してい
る。したがって一部の鼻中隔弯曲症では、その形態を平面的（二次元）ではなく立体的（三次元）に考える必要があ
る。外鼻変形を伴うような鼻中隔弯曲症や前弯が顕著な症例に対しては、外鼻と鼻中隔を立体的な一つの構造物と考
え、外鼻と鼻中隔を同時に矯正する septorhinoplasty（鼻中隔外鼻形成術）が鼻閉の改善のためには非常に有効な方法
であり、演者は症例により外切開を加える open septorhinoplastyと外切開を加えない closed（endonasal）septorhino-
plastyを選択している２）３）。これら２つの術式に加えて、鼻内法による鼻中隔矯正術においても通常の Killian法に加え、
片側の transfixion切開による hemi―transfixion法を症例毎に選択しており、単なるデビといえども、４種類のアプロー
チ法を使い分けている（図）。

Septorhinoplastyにおいて最も重要なことは外鼻と鼻中隔の手術解剖の理解である。外鼻形成術が盛んな欧米や韓国
をはじめとするアジア諸国に比べると、わが国の鼻科臨床において外鼻手術は遅れている分野であり、耳鼻咽喉科教育

図 鼻中隔・外鼻の解剖と septorhinoplasty（Ｓ）。左右の鼻翼軟骨を分け、鼻中隔前端や
外側鼻軟骨にアプローチする（文献３より改変）。
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や専門医研修においても教育されることはこれまでほとんどなかった。美容外科的な印象から、いまだに外鼻への手術
操作や外鼻切開に対しては、耳鼻咽喉科を受診する患者や耳鼻咽喉科医自身も抵抗を感じるものも少なくないのが現状
かもしれないが、鼻閉の改善のための septorhinoplastyの必要性が最近、耳鼻咽喉科学の中でも議論されるようになっ
てきた２）３）。演者は鼻腔形態を外鼻形態と同時に矯正し、鼻閉を治療することは耳鼻咽喉科医の役割であると考えてお
り、鼻閉改善手術の成績向上を目指す耳鼻咽喉科医にとって、septorhinoplastyは大切な手術手技であると考えていま
す。初回手術における適切な術式の選択と再手術の回避という点からも重要であり、患者さんにとってもメリットは大
きいと思っております。Septorhinoplastyを行うにあたっては、手術の目的を明確にし、症例を選択することも重要な
ことですが、本セミナーでは外鼻手術の philosophyには触れず、曲がった鼻をいかに真っ直ぐに矯正するか、難治性
の鼻閉をいかに治すかに重点を置き、外鼻手術、septorhinoplastyを行う際に重要な外鼻・鼻中隔の手術解剖と実際の
手術手技について解説致します。本セミナーが日耳鼻会員の先生方の手術の理解と普及につながれば幸甚に存じます。

参考文献
１）児玉 悟 : 鼻中隔矯正術. 内視鏡下鼻副鼻腔頭蓋底手術―CT読影と基本手技―. 中川隆之 編. 医学書院 ;
２０１４: ８０―８４頁.

２）児玉 悟 : 耳鼻咽喉科医の行う Open septorhinoplasty. 耳鼻咽喉科展望 ２０１４; ５７: １７４―１８３.
３）児玉 悟, 他 : Closed septorhinoplasty―外切開を行わない鼻中隔外鼻形成術―. 日本耳鼻咽喉科学会会報 ２０１５;
１１８巻２号掲載.
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モーニングセミナー⑸ 頸部郭清術
庄司 和彦
天理よろづ相談所病院 耳鼻咽喉科

はじめに
頭頸部癌治療は間違いなくより低侵襲な方向に向かっている。患者主体の医療という概念が浸透したことと治療前の

インフォームド・コンセントが遍く行われるようになり、治療選択に患者の希望が反映されるようになったことが治療
の低侵襲化を進めることになった。同等の生命予後が得られるならば患者が侵襲の大きい手術より放射線治療を選択す
るのは当然である。根治性で手術に劣っていた放射線治療が IMRT機器、陽子／重粒子線治療装置などの登場や化学
放射線同時併用療法の普及により進歩をとげ、根治性で手術に引けを取らなくなったことも手術治療の地位低下につな
がった。しかし、機能温存で化学放射線療法に劣る場合があっても頭頸部癌の種類や進展度によっては手術治療が治癒
率や低侵襲性で勝っている。また最新の画像診断法で癌の進展範囲を正確に把握することで手術範囲の縮小を計った
り、手術術式の改良や最新手術機器を積極的に導入するなどわれわれ頭頸部外科医が低侵襲手術を追求すれば手術治療
は今後も頭頸部癌治療の主役であり続けるであろう。
頭頸部癌では原発部位にかかわらず原発巣だけでなく頸部リンパ節転移の制御が生命予後を決定する。頸部リンパ節

転移に対する最も確実な治療は頸部郭清術であることは論を待たない。頭頸部癌の初回手術で原発巣の摘出と同時に施
行されることが多く、頸部再発にも第一に選択されるなど手術治療で頸部郭清術は大きなウェイトを占めている。古典
的術式は大きな侵襲を与えることになるので「ケモラジ」全盛時代に頭頸部癌低侵襲治療を目指す上で頸部郭清の適応
と郭清範囲、手術手技について再考することは重要である。

頸部郭清術の分類および郭清範囲
侵襲が大きく機能障害を残す古典的な根治的頸部郭清術は頸部リンパ節転移が高度な症例に対して行う場合がまれに

あるものの通常は副神経、胸鎖乳突筋、内頸静脈の一部／全部を温存する保存的頸部郭清術が行われる。郭清範囲につ
いては全頸部郭清が以前は広く行われていたがリンパ節転移の状態によっては頸部リンパ節のレベル分類に基いた選択
的頸部郭清術が施行されるようになった。特に口腔癌などでは肩甲舌骨筋上頸部郭清術が行われる頻度が高く、当科で
はこの手術が頸部郭清術の中で最も多い。なお、郭清部位と郭清術式名称について詳しくは成書を参照されたい。
頸部リンパ節転移がある症例に行う治療的郭清と将来リンパ節転移が明らかとなる可能性が高い症例に行う予防的郭

清に分類した場合、後者を行えば郭清不要な患者に侵襲を与える事態が生じるので予防的郭清を限られた患者にのみ行
うことが侵襲の縮小につながる。どのような患者に予防的郭清を行うか、また、予防的郭清を行わなかった症例では予
想されるリンパ節転移を制御するために、いかに早期に発見するかが重要な課題である。前者については郭清範囲の縮
小が可能かを症例に応じて検討することが重要であろう。化学放射線治療後のリンパ節転移残存例とリンパ節再発例に
どのような郭清を行うかも問題である。残存例については化学放射線療法の効果により腫瘍残存のあるリンパ節が１個
しかない場合などは区域郭清で十分かも知れない。
頭頸部癌の中でも甲状腺乳頭癌のほとんどは進行が極めて遅く、転移を認める領域の保存的郭清で十分であり、扁平

上皮癌に対するような頸部郭清術は過剰である。また、予防的郭清は不要と考えている。転移頻度の高い気管周囲領域
の予防的郭清を長年省略しているが再発はほとんどなく、再発があっても手術できるために甲状腺癌の予防的郭清が生
命予後を改善するとは言えない。

手術基本手技および手術器具
頸部郭清術の本質は頸部リンパ節を周囲組織と共に en blocに摘出することであり、重要な血管、神経を残しつつ的

確に周囲の軟部組織と共にリンパ節を摘出するためには鋭的剥離操作が必須であり、鈍的な剥離操作はできるだけ避け
るべきである。鋭的剥離には通常のメス、電気メス、剪刀を使用するが、通常のメスが最も操作が容易で不要な出血を
避けて重要な血管、神経を剥離することができる。電気メスの切開モードは難易度が高いが最もシャープな切離が可能
である。止血能力を考慮して電気メスを主に用いるのが良いと考えているが、状況に応じて使い分ければよい。なお、
鋭的剥離には切離部の適切な緊張が必須であり、助手がカウンタートラクションをかける操作が重要であるので一側の
手術を２人以上で行うことが望ましい。両側頸部郭清術を２人の術者が左右同時に行うということも可能であるが術野
が狭く、安全で確実な手術を行うことは難しいので勧められない。
頸部手術は他部位より出血を来しやすいので止血操作に手術の多くの時間をさくことになる。頸部郭清における止血

操作は従来から絹糸による結紮止血が中心であり、内頸静脈などの太い血管にはこの操作が必須である。より小さな出
血点の止血には結紮止血でなく電気メス、バイポーラが用いられる。近年、エネルギーデバイスなどと称される新世代
の電気メス／凝固器、超音波手術機器が使用できるようになった。これを用いれば初心者、ベテランにかかわらず比較
的太い動静脈の素早く確実な止血操作が可能であり、頸部郭清術での結紮止血操作は激減する。われわれは６年前から
再使用可能なハンドピースを装着した「バイクランプ止血」を行う電気凝固器を使用しているが今では頭頸部手術に不
可欠なものとなっている。手早く数多く結紮するために行う糸結びのトレーニングは不要となり、緩まないように確実
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にしっかり結紮する訓練のみで事足りることも若い頭頸部外科医には朗報と言える。

手術ビデオの供覧
頸部郭清術は施設、術者によって手順や方法は千差万別である。皮膚切開ですらさまざまなデザインがあり、皮膚切

開の次にどこから着手するかについても決まったものはない。頭頸部癌を専門に多く扱う病院ではその施設特有の手術
法が確立されており、世代を超えてそれが継承されていると思うが、多くの病院では師匠の手術を弟子が見て覚えると
いう時代錯誤的方法論で若い医師が手術を学んでいるのではないだろうか。頸部郭清術はあまりにも自由度が高いため
に手術手順や剥離の技術などを目で見て覚えることは合理的な方法ではない。目に見えるものはあまり重要ではなく、
頸部郭清術の本質を理解した上に自分で執刀することで自分なりの正しい手術が習得できる。今回は神戸市立医療セン
ター中央市民病院頭頸部外科と京都医療センター頭頸部外科の協力を得て、天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科とこれら
の施設で行われている頸部郭清術の手術ビデオを供覧して手順や手技、使用機器の共通点や相違点を見ながら、頸部郭
清術について理解を深め、若い医師が自信を持って手術を行うことができるようにこのセミナーを進める予定である。
ルーツを同じくする術者が時を経てどのように異なる手術を行っているかを見ることは興味深い。頸部郭清はこのよう
に行わねばならぬというような指南が行われず、多くのコツが伝授されるといったようなこともないかも知れないが、
頸部郭清術を自分で上手にやるぞという熱い思いが生まれることを期待している。

日耳鼻 118―433



モーニングセミナー⑹ 日帰りで行う鼓膜形成術
細田 泰男
細田耳鼻科 EAR CLINIC

近年、耳鼻咽喉科の志望者数は減少傾向にあるが、開業しても日帰り手術による完結的医療ができれば耳鼻咽喉科医
師の将来もより魅力あふれるものとなる。日帰り手術が定着するかどうかは、その成績が入院治療と比較して十分なも
のであることはもちろん、術中の痛みや苦しみがないこと、術後のトラブル（めまい、神経損傷、感染、出血）が極め
て少ないこと、術後頻回の通院を必要とせず、すばやい社会復帰が可能であること（日帰りで手術しても術後頻回の通
院が必要であれば、そのメリットはなくなる）などが求められる。
耳科領域における日帰り手術は、欧米では１９８０年代から報告されはじめ、現在では一般化している。当院は２０００年に

開院したが、現在も入院施設や全麻設備を持っておらず、開院以来、原則として鼓膜形成術は当院にて局麻下日帰り手
術（オフィスサージェリー）で、鼓室形成術、アブミ骨手術に関しては近隣の岩野耳鼻咽喉科サージセンターにて全麻
下一泊入院で行っていた。しかし、症例を重ねるに従い、全麻例でも術後数時間で問題なくトイレ歩行をはじめ日常生
活が制限されないことを経験し、２０１０年以降は小児例を除いて鼓室形成術、アブミ骨手術に関しても当院でのオフィス
サージェリーに移行している。現在当院のおおよその年間手術件数は、鼓膜形成術２５件、鼓室形成術５０件、アブミ骨手
術５件程度であるが、２０１０年本格的にオフィスサージェリーに移行してから予定外入院となったのは現在のところ１例
である。この症例は、鼓室形成術Ⅴ型を行った症例で、術後めまいで一泊入院となった。
今回のテーマである鼓膜形成術は、鼓室形成術に比較してより日帰り手術に適しているが、日帰りであるだけに起こ

してはならない術後めまいやそのほかのトラブルもある。実際の手術手技に関しては多くの記載があるが、手術の安全
性と成果は、手術の方法や技量だけに左右されるものではなく手術前後のマネージメントも大きく関係する。今回、今
までの経験をもとに、演者の重要と考えている幾つかのポイントや工夫を術前、手術、術後に分けて挙げてみた。

術前
鼓膜形成術の適応として当然のことながら、パッチテスト陽性、中耳、耳管に高度病変がないことは必須である。
１） 術前耳漏の存在と自浄作用の回復
繰り返す耳漏は何らかの感染病巣の存在を示すが、外耳道から外耳、および中耳から耳管咽頭口の２方向の自浄作用

を術前に可能な限り回復すべきと考えている。MRSA感染など難治性耳漏患者を術前に入院させて短期間集中的に強
力な抗菌剤治療を行うという方法がしばしばとられるが、たとえ中耳が無菌的になったとしても中耳～耳管粘膜の炎症
性浮腫や繊毛運動の障害は持続している。演者は、耳漏に対して局所の洗浄、耳浴（多種抗生剤＋ステロイド混合液や
ブロー液を用い、耳管方向にも注入）、鼓室内の肉芽があれば可及的に除去し、粘膜の浮腫が消退し鼓室から耳管にか
けてのドレナージが再開通するまでは原則手術しないことにしている。これらの術前処置も術中と同等の環境になるよ
うベッド上臥位で顕微鏡と内視鏡を併用している。耳科手術でも内視鏡は手術侵襲を大きく軽減し、今後その価値はま
すます大きくなると予想され、普段から内視鏡に慣れ親しむことも非常に重要と考えている。
２） 術前の耳管機能の把握
演者は術前に診断的意味で耳管通気を行うが、大まかに開放症と狭窄症を区別することができる。開放症の患者では、

鼻カミにより移植片が外耳道に脱出した例や、鼓膜閉鎖後に術前になかった自声強調が出現し鼻すすりを再開する患者
も時々経験する。耳管狭窄の患者では、再穿孔や難治性の滲出性中耳炎になる可能性があり、耳管の完全狭窄の場合は
手術を断念している。

術中
当院では、耳内法は接着法で、耳後部切開では inlay法を用いている。
１） 無痛手術を目指す
局所麻酔は２％塩酸リドカイン約 5～10ml程度用いている。痛みは、恐怖から全身的ストレスとなりえ、思わぬ副

作用を招くことがある。恐怖や痛みを与えることなく十分な除痛を行い、患者ならびに術者も平常心での施術を心がけ
ている。当院では、患者も自身の耳の手術の様子を術者と共通のモニターで眺めている。
２） 吸引操作の危険性
鼓膜形成術でも内耳障害による難聴、耳鳴が起こり得る。その原因を特定することは困難であるが、演者が常に心が

けていることは吸引操作による騒音と過剰な局所陰圧の回避である。鼓索神経の障害も骨削開や剥離操作だけでなく、
不用意な吸引により引き起こされることが多く、「吸引は危険な操作である」という意識を常に持っている。演者は、
吸引圧を抑制する側孔が大きい吸引管を用い、附属のイリゲーション機能で直接対象物を吸引することなく水流で洗浄
している。
３） 予定外入院となるめまい
耳科手術で予定外入院が発生する最大の原因はめまいである。中耳手術で起こるめまいについて、内耳麻酔、外リン

パ瘻、内耳障害の３つの病態を考えている。内耳麻酔は鼓室粘膜が正常であるほど起こりやすい。外リンパ瘻は後鼓室
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の操作で起こりやすいが、外リンパ瘻だけでは内耳障害は発生しない。アブミ骨手術での外リンパ瘻は、これを閉鎖す
ればめまいも感音難聴も残存しないことからも、両者は明確に区別して考えるべきである。内耳障害は、外リンパ瘻に
加えて膜迷路や感覚器などにも損傷が生じた場合に発すると想像され、この場合はリンパの漏出を止めてもめまい、難
聴、耳鳴が残る。
これらの対策として、内耳麻酔にはアタラックスＰの投与（眼振に伴う嘔気を抑制）、外リンパ瘻が予想される場合

にはフィブリン糊付きゼラチンスポンジなどで予防的な閉鎖、内耳障害は起こしてはならない不可逆性のものでこれを
回避する細心の注意が必要である。
４） 鼓膜上皮化の促進
耳内すべての上皮化が本手術の達成すべき目標であり、この意味で演者は耳後部切開でも外耳道皮膚に不必要な切開

を置かない intact skin法を用いている。また、接着法では移植片に疎血に強い軟骨膜付き軟骨を用いている。耳内タン
ポンは、ベスキチンＷ、ゼラチンスポンジ、MQA（medical quick absorber）の組み合わせで行っている。MQAは眼科
で使われる給水スポンジで、外耳道を一定圧で開大するが鼓膜方向への圧力をかけない。ガーゼタンポンは、内部に結
合組織が侵入するので長期留置に適さない。
５） 早期の創傷治癒
耳後部切開でもドレナージは置かず、埋没縫合のみとする。ドレナージを不要とするため、入念な止血と内部組織圧

を上げるようレイヤーごとに張力をかけた縫合を行っている。これらにより術後２日目より洗髪可としているが問題は
生じない。

術後
手術までに手をかけ時間をかけても、術後は自然治癒で余計な処置や通院が不要であることが理想である。
１） タンポン抜去と術後観察
タンポン抜去は術後１０日から２週間としている。術後の頻回のタンポン交換や耳処置は逆に上皮化を阻害すると考え

ている。上皮化が終了すれば、基礎に存在する耳管機能障害に合わせてバルサルバ法などの指導を行う。

以上を VTRを含めて紹介させて頂きたい。
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モーニングセミナー⑺ 人工内耳手術
河野 淳
東京医科大学耳鼻咽喉科学分野、東京医科大学病院 聴覚・人工内耳センター

手術概念
人工内耳は、重度難聴者への治療法として確立された医療と言え、世界ですでに２０万人以上、本邦でものべ１万人以

上、年間８００～９００人の手術患者がいる。わが国で、認可され手術可能な機種には、オーストラリアコクレア社製、オー
ストリアメドエル社製、米国アドバンスドバイオニクス社製の３つある。ここでは、その中でシェアが一番多いオース
トラリアコクレア社製の製品（２０１４年１２月現在の機種である CI422）を中心に記載するが、基本的には同じ術式で良い。
また２０１４年７月残存聴力型人工内耳 EASが認可されたが、この手術においては低侵襲手術が必要であるので、これ

についても記載する。
この手術は、重度難聴者に対する聴覚機能回復手術であり多くが劇的に聴覚獲得ができること、しばしば異物反応と

してのさまざまなトラブル、合併症などを生じる可能性があることを念頭において、手術にあたっては安全、確実な上
でminimum invasive surgeryを試みるべきである。
特に小児の手術においては通常例と言えない奇形や中耳発育不良例、骨化例などがあるが、術前からの患者への説明

を含め、手術における細心の注意と術後の慎重な管理が必要である。

⑴ 術前準備
内耳奇形や顔面神経の走行異常などが疑われた場合には顔面神経モニターを使用することが重要である。
⑵ 手術の実際
１ 麻酔
全身麻酔で行う。内耳奇形などでは Gusherを念頭に置き、頭低位や spiral dranageの可能性があることを麻酔医に

伝えておく。また、低年齢、低体重では確認しておくことが大切である。
２ 除毛、体位などの準備
除毛は成人では病棟で、小児の場合には手術室で行う。耳後部切開線の周囲 2cmで十分である。体位は通常の中耳

手術の体位とする。
３ 切開線
血管支配や神経支配を考慮しかつその損傷を最小限とすることを基本に、筆者は２０年前（１９９５年）から延長耳後切開

またはＩ切開、１０年ほど前（２００４年）から切開線 4～5cmの耳後切開で行っている。もちろん切開線が長いと、インプ
ラントベッドの削開や固定は楽になるが、術後創部の治癒に時間がかかったり、皮膚感染などのリスクが高くなる。
４ 皮膚切開（耳後法）と側頭筋弁作成
耳介付着部のやや後方に沿って、約 4～5cmの皮切を加える。後方から前下方へＬ字の側頭骨筋弁を作成し、皮膚切

開線からずらした２層弁とする。術後の皮膚壊死やインプラント露出の可能性が最小限となるように考慮する。術後の
インプラント露出の原因は、局所感染やインプラントの異物反応、インプラント突出部の機械的刺激により生じ、特に
切開部の離開が多いので、切開線をそれぞれずらす。皮膚切開線はインプラント前端から少なくとも 1cm離す。
５ 乳突蜂巣削開術
乳突蜂巣削開術では、乳突洞からきぬた骨短脚後端まで削開し、CTで顔面神経の走行と外耳道後壁の形態（真っす

ぐか彎曲はどの程度か）を念頭におき、可能な限り外耳道後壁を薄く削りながら、下方へ削開を広げていく。
６ 後鼓室開放術と正円窓窩の確認
後鼓室開放術は、Incus bridgeから約 2mm下方で顔面神経の走行に注意しながら行う。常に外耳道後壁と顔面神経

の走行を意識しながら削開をすすめる。前方を開放すれば外耳道や鼓索神経を損傷することになるし、後方では顔面神
経が露出されることになる。後鼓室開放では、しばしば鼓索神経がその視野に入ってくる。鼓索神経を確認し、その後
側を下方へ注意深く削開し、上方はきぬた・あぶみ骨関節やあぶみ骨筋を、後方はあぶみ骨筋腱付着部、下方は正円窓
窩を確認できるまで開放する。低侵襲手術を施行する場合には、可能な限り正円窓窩および正円窓膜が透見できるよう
に、従来の後鼓室開窓術より 1～2mm下方を開放する必要がある。
７ 側頭骨固定用ベッドの作製
皮切前に作成したデザインを基にすでに剥離された側頭骨に、インプラント前部のベッドを削開する。小児では皮質

骨が薄く脳硬膜が露出するので、中央に骨島を残すなどの対処が必要なこともあるが、止血を確実にすれば、問題が生
じることはない。
８ 蝸牛開窓
従来の蝸牛開窓は卵円窓と正円窓窩の中間やや前下方を削開する。この部位が鼓室階の断面積が最も大きく、開窓が

容易で、下部基底回転が直線となる。正円窓窩の前方（前下方）を削開した場合には、鼓室階の下方を削開し、結果と
して蝸牛骨化と誤診する結果となることがあるので注意を要する。
残存聴力型人工内耳 EASの手術においては、低侵襲手術が必要である。

118―436 2015



この手術は、人工内耳が日本で始まった１９９０年ごろに行われていた、所謂正円窓 fenestration法をmodifyした方法
と言える。つまり正円窓窩の庇となっている骨部を削開し、正円窓膜を明視下に置く。後方は顔面神経管ぎりぎりまで
削開し、正円窓窩前縁から後縁に向かって骨縁を正円窓膜と同じ面まで削開することが必要となる。蝸牛開窓は、弱湾
の探針などで正円窓膜の前方部を切開する。
電極の蝸牛内挿入の準備ができたら、止血の確認を行う。岬角の骨削開による骨粉や血液の蝸牛内への流入、これら

の吸引による外リンパの吸引には注意する。
９ 蝸牛内挿入
耳後切開では、電極挿入の前にインプラントを剥離した側頭筋弁の骨膜下に留置しておく。これは、皮膚切開の位置

の関係で電極挿入後にインプラントを留置することが不可能になるためである。
正円窓膜に続く基底回転鼓室階は、多少角度をつけて前下方に向かっていく。電極挿入にあたっては、従来の正円窓

前上方の開窓では直線的になるが、正円窓膜切開では方向が異なるので、下部基底回転の鼓室階の走行を考えながらゆ
っくり挿入する必要がある。一気に挿入すると組織損傷の可能性が高くなるので注意しなければならない。
十分な電極挿入がなされたら、外リンパ漏を防ぐために、開窓部を筋肉や筋膜片で閉鎖する。
１０ インプラントの固定とＸ線撮影
インプラントを側頭骨に固定する。側頭骨後方部の骨膜下に電極を挿入し、側頭骨削開部にインプラントの突出部を

留置する。
インプラントの受診コイルの皮下の厚さが 6mm以下であることを確認する。あまりに厚すぎる場合には、皮下の厚

さを薄くしておく必要がある。Ｘ線撮影で、電極が正確かつ十分に蝸牛内に挿入されていることを確認する。
１１ 皮下筋肉弁、皮膚縫合
インプラントを十分カバーするように、皮下筋肉弁を吸収糸で縫合する。血腫を創らないように血液を絞り出し、ガ

ーゼ圧迫、包帯固定を行う。
⑶ 術後管理
術後早期の注意点として感染予防、血腫予防、切開部離開予防などがある。
⑷ 特殊なケース
最近では、慢性中耳炎、蝸牛硬化症、特に小児の手術においては内耳奇形や中耳発育不良例、骨化例など通常例と言

えない症例も多く、これらについても術者は習熟しておくことが必要であり、実際のビデオを供覧して発表予定であ
る。
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モーニングセミナー⑻ 扁桃・アデノイド手術
氷見 徹夫
札幌医科大学医学部 耳鼻咽喉科学講座

扁桃・アデノイド手術は耳鼻咽喉科専門医を目指す研修医が学ぶべき最初の手術の一つである。耳鼻咽喉科手術解説
書に一般的な手術手技が記載されているが、実際には、手術手技、手術器具やその使い方（電気メス使用の有無も含
め）など、手術に関して研修施設ごとに相違点がみられる。このセミナーでは一般的な扁桃・アデノイドの機能につい
て基本的な知識を整理し、各種の扁桃関連疾患についての手術適応や術後管理の注意点について再確認したい。また、
日常診療の中で数多く行われている手術であるため、免疫学の進歩、医療体制の変化、さらに社会情勢の変化を見据え
た知識の整理も必要で、これらの点についてもセミナーの中で解説する。

末梢リンパ組織としての扁桃・アデノイドの位置づけを知る
中枢および抹消リンパ組織は生体防御機構として機能しているが、病原体や外来抗原に対する気道および消化管粘膜

免疫ではこれらのリンパ組織の機能が重要となる。末梢リンパ組織として位置づけられる扁桃の基本的免疫機能は、①
抗原を認識する場所、②免疫記憶を作るための場所、③免疫機能のなかで実効性のあるものに変換する場所、の３点に
集約することができる。ほかのリンパ組織との比較で特徴的な構造と機能を持つが、特に抗原の認識機構として、扁桃
リンパ上皮共というリンパ球と上皮が混在する特徴的形態が扁桃にはある。抗原情報は、上皮下のリンパ球に伝えられ、
濾胞内で免疫記憶の形成を行うとともに、自然免疫から獲得免疫に続くカスケードを起動させる。まず、このような扁
桃・アデノイドの免疫学的な基本的機能について解説する。

反復性咽頭・扁桃炎の病態と扁桃・アデノイド手術適応の知識を整理する
なぜ、口蓋扁桃は感染のターゲットになるのか？ 口蓋扁桃は陰窩という構造があり、中には細菌塊が認められる。

一方、アデノイドは陰窩構造がはっきりしない。また、アデノイドでは粘膜上皮の機械的バリアが発達しているが、口
蓋扁桃の陰窩上皮のバリアは弱く口蓋扁桃への細菌侵入が起こりやすい。このように、口蓋扁桃は抗原の取り込みを効
率的に行うために、かえって反復感染、易感染性を起こしやすく、「感染臓器」としての一面を持つのである。感染臓
器としての反復感染には扁桃摘出手術が有効であるが、その治療指針や適応基準の作成が急がれている。欧米では、反
復性扁桃炎の扁桃摘出術の適応基準として、１年に７回以上、２年続けて５回以上、３年続けて３回以上の反復する扁
桃炎症例を手術適応と提唱している。また、ほかの手術適応基準についての議論内容や、なぜ扁桃摘出により治療効果
が起こるのか？などの機序についても紹介する予定である。

小児扁桃・アデノイド手術を取り巻く疑問を解く
小児期になぜ扁桃は肥大するのか？ 小児期の特徴的疾患としてアデノイド・扁桃肥大がある。扁桃は加齢により肥

大しアデノイド（咽頭扁桃）は４～５歳ごろ、口蓋扁桃は少し遅れて肥大のピークを認める。小児期には免疫成熟過程
で扁桃は機能亢進し結果として肥大する。肥大扁桃ではＢ細胞は活性化しリンパ濾胞の胚中心Ｂ細胞数が増加する。ま
た、胚中心過形成と濾胞間領域の拡大を認め、リンパ組織の反応性過形成の状態ができ上がり扁桃の容積が増大する。
この過形成・退縮を起こす詳細な機序はいまだ不明であるが、新たに提唱された免疫学的機序との関連について言及し
たい。
低年齢の扁桃摘出は免疫学的変化を起こすか？ 免疫臓器として扁桃が重要な位置づけを持つとしても、扁桃摘出に

よる免疫学的な変化は、おそらく、容易にほかの免疫系により代償されるのであろうと推察できる。２歳以下の扁桃摘
出術症例は上気道閉塞などの絶対適応例が多く、これらの症例でも術後の免疫学的異常は報告されていない。このよう
な疑問は他科の医師あるいは保護者などから寄せられることが多い。この疑問に対して的確にこたえることができるよ
う、免疫学的背景などについて詳細に解説する。

合併症の要因と術後管理の注意点を知る
扁桃・アデノイド手術の合併症には術後出血、気道閉塞、創部感染、皮下気腫、音声・構音障害、味覚障害などがあ

るが、重要なのは術後出血であり、早期後出血（２４時間以内）と晩期後出血（術後２～１０日目）に分けられる。扁桃摘
出術では後出血の頻度は２～４％、アデノイド手術では０．２５％前後と報告されている。早期後出血は術者の技術に相関
するともいわれるが、術後５～７日に多い晩期後出血の要因には手術器具（特に電気メスなどの多用）の違いなどが報
告されている。３歳以下の低年齢児では出血させること自体にリスクがあるため慎重な術後管理が必須である。また、
炎症のある扁桃の手術は後出血の比率が高いとされている。一方、SAS症例の後出血のリスクは相対的に低い。
統計的には、初心者でもベテランでも晩期後出血の頻度は変わらないため、晩期後出血の頻度が上昇したときは、本

セミナーで解説する要因と関連がないか検討してみる必要がある。
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モーニングセミナー⑼ 内視鏡下鼻内副鼻腔手術
鴻 信義
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科

１． 手術のコンセプトとポイント：本セミナーの目的
内視鏡下鼻内副鼻腔手術（以下 ESS）は、鼻科領域の炎症、腫瘍また外傷などさまざまな疾患に対する術式として確

立されてきたが、慢性副鼻腔炎に対する術式が基本手技になる。すなわち、前篩骨洞を中心とした中鼻道自然口ルート
（ostiomeatal complex）経由で各副鼻腔を可及的に開大し、洞内の炎症病巣は徹底的に清掃することで、換気と排泄機
能を促し病的粘膜の正常化をはかる ESSの key areaとなる篩骨洞は複雑な蜂巣構造をしており、中でも前篩骨洞上方
から前頭窩にかけての蜂巣群（frontal ethmoidal cells）は非常に複雑難解だが、これらを完全に開放し単洞化すること
が重要だ。ESSを適切に施行することで、非好酸球性副鼻腔炎はもちろん好酸球性副鼻腔炎であっても、鼻閉や鼻漏な
どの自覚症状、また睡眠や思考力など日常生活の QOLが劇的に改善する。一方で ESSには、眼窩損傷や頭蓋損傷とい
った手術時副損傷のリスクがある。副損傷が発生したことに速やかに気付かず手術操作をすすめてしまうと、術後に視
力障害や眼球運動障害、また髄膜炎などの合併症で苦しむことになる。残念ながら、これら重篤な副損傷の発生頻度は
減少していないのが現状であろう。術後治癒を目指して病変を根治的に除去することと、安全な鉗子操作を遵守し副損
傷を生じないことは、ともすれば相反する事項だが、両立させないとならない。本セミナーでは、そのために必要な ESS
の基本テクニックおよびアドバンストテクニックについて、ビデオを中心に解説する。

２． ESSを安全かつ効果的に行うための重要事項
１） 副鼻腔解剖（マクロ、内視鏡下の解剖、画像での解剖）を正確に理解する
副鼻腔を囲む眼窩壁と頭蓋底の骨壁は、非常に薄い骨であると理解する。特に眼窩紙様板や篩骨篩板、視神経管隆起

などは術中副損傷が生じやすい場所で、細心の注意が必要だ。
２） 内視鏡で術野を上手に観察する
硬性内視鏡は、挿入の仕方や術野の見方、また術野の出血のマネジメントを多少改善させるだけで、画面の鮮明さや

鉗子操作のしやすさが向上する。斜視鏡が上手に使えると、手術操作を加えられる副鼻腔の範囲が格段に広がる。また
「どの場所をどの方向から観察しているか」を常に考えながら鉗子操作をすすめる。
３） 状況に応じた鉗子の選択と使い方
ESSで頻用される鉗子は、鋭匙鉗子、截除鉗子、スタンツェである。演者の施設では、眼窩紙様板と天蓋の損傷を避

けるため、また粘膜温存手術を行うため、鋭匙よりも截除鉗子（特に上向き）を多用する。狭い副鼻腔内では、弱彎鉗
子より強彎鉗子の方が操作は難しい。一方、例えば前頭洞手術では、強彎鉗子は胴中の彎曲に従い鉗子先端が前方に向
かうので、鉗子の先端が後方（前頭蓋底の方向）に向かう弱彎鉗子よりも前頭蓋損傷および髄液漏のリスクが少ない。
４） マイクロデブリッダーを適切に使う
病変の切除と吸引を同時に行うマイクロデブリッダーは、もはや ESSには必須のアイテムであろう。手術時間が短

縮され、“粘膜温存手術”が可能になり、術後の創傷治癒が円滑で早い。一方で、ブレードの先端を眼窩紙様板や篩骨
洞天蓋などに押し付けながら切除すると、薄い骨壁が破砕され得る。この状況でデブリッダーを使用し続けると、例え
ば眼窩内脂肪や外眼筋などの軟らかな組織がブレード内に吸引され切除されてしまう可能性がある。原則としてマイク
ロデブリッダーの使用は手術の大まかな行程にとどめ、仕上げの操作は従来の鉗子を用いて行う。
５） 術前 CT画像から症例の鼻副鼻腔立体構造をイメージする
画像検査で術前に確認しておかなければならないのは、１）病変部位や病変の程度・性状など副鼻腔病態、２）解剖学

的バリエーション、の２点である。近年は CT画像の質が向上し、水平断、前額断、矢状断の３断面に再構築した画像
をそれぞれリンクさせながら手術室でもみることができる。特に矢状断 CTを観察することで、各蜂巣の前後・上下の
位置関係と、その間隙に存在する前頭洞排泄路を認識しやすい。
６）Area management
解剖学的に安全な領域と危険な領域とを区分けし認識した上で、安全域の中で可及的に手術操作をすすめることを、わ

れわれは Area managementと呼んでいる。ESSのできるだけ早い段階で、半月裂孔や前篩骨神経管などを内視鏡下に確
認し、それらの構造物を手掛かりに眼窩内側壁や前頭蓋底などのラインを認識する。
７） 術野からの出血をコントロールする
術野からの持続する出血、あるいは断続的な出血は術野を“赤く”染め、術野自体がみにくくなるばかりでなく、内

視鏡の光を吸収し暗くなってしまう。出血をできるだけ少なくし、鮮明な内視鏡画像を保つには、（全身麻酔であって
も）局所麻酔をしっかり行い疼痛を軽減すること、ガーゼで術野をこまめに拭くこと、また術野とレンズを生食で洗い
流すのがコツだ。
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モーニングセミナー⑽ 経口的咽喉頭手術

彎曲鏡を用いた経口的咽喉頭手術のコツ―練習モデルを用いての実演的口演―

佐藤 靖夫、羽生 昇、松崎佐栄子、仙波 可奈
国家公務員共済組合連合会 立川病院 耳鼻咽喉科

はじめに
声門癌は早期でも嗄声などの症状を生じることから、以前から早期発見が多く経口的にレーザー手術が行われてい

た。一方で、中下咽頭癌は早期には症状が出ないことから近年までは進行癌で発見されることが多かった。しかし２０００
年ころから、食道癌のフォロー中に上部消化管内視鏡（GIF）で中下咽頭の表在癌が発見されるようになり、経口的・
内視鏡的に切除されるようになった。その後、経鼻内視鏡の画質および画像強調技術の向上によって、耳鼻科外来でも
中下咽頭癌が表在癌として早期に発見されるようになり、経口的・内視鏡的切除するさまざまな方法が盛んに報告され
るようになった。

経口的咽喉頭手術の現状と問題点
耳鼻科開業のクリニックで咽喉頭に腫瘍を疑わせる病変が発見された場合、それが明らかに悪性腫瘍を疑わせる場合

は大学や癌専門病院などの上級施設に直接紹介されるであろうが、多くの場合は良悪の判断が困難な微細な病変であ
り、まずは一般市中病院へ紹介されることが多いと考えられる。よって、市中病院には上級施設と同等（またはそれ以
上）の表在癌診断の能力が要求されることになる。表在癌の鑑別診断はその手術を行っている医師には比較的容易であ
るが、手術経験のない医師には良悪の判断が困難なことが多い。市中病院で鑑別診断ができないとなると、咽喉頭の病
変は咽頭のリンパ濾胞や乳頭腫などの軽微な病変もすべて大学病院や癌専門病院へ紹介しなければならなくなり、高度
な進行癌を扱うべき上級施設の負担が増大してしまう。このため、表在癌のような早期の病変は一般市中病院でも積極
的に治療されるのが望ましい。
経口的・内視鏡手術は人手や ICUなどの特殊な施設を必要とせず、また手術侵襲も比較的軽度であるため、一般市

中病院でも十分施行可能である。経口的・内視鏡的手術の市中病院への普及は、その施設における診断能力の向上、近
くの病院で治療できるという患者側のメリット、上級施設の負担を減らす、など多くの利益があると考えられる。しか
し、中下咽頭の表在癌は症例数が少ない上に手術には特殊な機材と技術が必要であるため、現在、表在癌の経口的内視
鏡手術は大学病院や癌専門施設が中心となっており、いまだ一般市中病院で広く行われているとは言い難い。

われわれの取り組みと本セミナーの意義
われわれは、中下咽頭の表在癌に対して、２００４年から彎曲鏡（佐藤式彎曲型咽喉頭鏡）と軟性内視鏡を用いた手術手

技を内視鏡的咽喉頭手術（ELPS）として提案してきた。しかし、めったに遭遇しない中下咽頭表在癌のためだけに多
くの器材を購入して手術手技を習得することは、市中病院では実際には困難と考えられる。
一方で、声帯病変に対する従来の直線型喉頭鏡を用いるラリンゴマイクロ手術では、歯牙の損傷や頸椎の負担が生じ

ることがあり、また、喉頭室や声門下腔の十分な観察が困難であった。これに対し、彎曲鏡を用いて声帯を観察すると、
歯牙や頸椎の負担を軽減しつつ喉頭の観察が可能であることが分かった。しかし、中下咽頭用のデバイスでは狭い喉頭
腔の手術は困難であった。
そこでわれわれは、できるだけ安価でできるだけ多様な部位に対応でき、かつ歯牙や頸椎の負担を軽減しつつ咽喉頭

の良好な視野を得る器材を提供することを目標として、改良型の彎曲鏡を作成し、また声帯病変のための彎曲デバイス
も追加開発した。これにより声帯病変という比較的頻度の高い疾患でも中下咽頭表在癌と同様な手術器具で同様な手術
手技を行うことができるようになり、これは経口的咽喉頭手術のスキル向上にも有用であると考えている。
本セミナーでは、咽喉頭を模した人工的なモデルを用いて、実際に演者が演壇上で下咽頭表在癌や声門癌の経口的手

術を実演し、その内視鏡画像をリアルタイムで提示することによって、彎曲器材と軟性内視鏡を用いた咽喉頭手術の手
順やコツを解説したい。

セミナーの内容
予定している実演の内容、およびその手技のおけるポイントは以下のとおりである。
① 彎曲鏡と内視鏡のセッティング
・中下咽頭の場合

Short typeの舌圧子を用いて、彎曲鏡を通常の喉頭鏡と同様に仮声帯の深さにかけて喉頭を展開することによ
り、食道入口部までの良好な視野を得る。

・声帯の場合
中下咽頭の場合と同様に仮声帯の深さにかけて喉頭展開する。耳鼻咽喉用の経鼻内視鏡にて喉頭室や声門下腔ま
での視野を確保する。
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・舌根部の場合
Long typeの舌圧子を用いて彎曲鏡を舌根部にかけることによって、喉頭蓋谷を明視下に置く。

② 中下咽頭表在癌の切除
・マーキング
病変の 1～2mm外側を全周にわたり、点状のマーキングをつけておく。

・粘膜下局所注射と粘膜切開
表在癌では初めに病変の裏面に６０万倍ボスミンを注射して病変をリフティングし、マーキングよりさらに外側を
全周にわたり粘膜切開しておく必要があるが、梨状陥凹尾側の病変では病変の尾側端の視野が取りにくく、処置
が難しい。その場合、局所注射を病変尾側よりもさらに尾側に行うと、尾側の切除面が前方に起き上がるため明
視下に置くことができるようになり、尾側の粘膜切開が容易になる。

・病変切除
把持鉗子で counter tractionを上手くかけることが重要なコツである。

・切除後の処置
PGAシートを貼付

③ 声帯病変の手術
・声門癌のレーザー手術
グラスファイバーでの誘導が可能な半導体レーザーを用いて蒸散または切離する。

・彎曲鏡下の結節鉗除
彎曲した斉藤式鉗子を用いて結節の切除を行う。

上記内容を時間の許す限り実演しながら解説する。
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ランチョンセミナー⑴ 難聴のリハビリテーション
新田 清一
済生会宇都宮病院 耳鼻咽喉科

感音難聴の根治的治療法は今のところなく、難聴に伴う語音聴取能の低下などの機能低下を改善させるためにできる
ことは、残存するきこえの力を補聴器にて活用することである。この医療的介入を、今回は聴覚リハビリテーション
（以下、聴覚リハ）と定義する。聴覚リハの方法は確立されておらず、各施設独自の方法で行っているのが現状であ
る。今回は一つの方法として、当科で行っている聴覚リハの考え方と概要を紹介する。

【聴覚リハの目標】
現実的に聴覚リハによって可能な到達点は、「残存するきこえの力を最大限に引き出すこと」であり、これを補聴器

適合検査の結果に置き換えると、語音明瞭度曲線において非装用時の最良の語音明瞭度を、装用時において会話音圧帯
（６０dBHL程度）で達成させることである（図１ａ）。また音場での補聴器装用閾値では、ファンクショナルゲインが聴
力レベルの半分（ハーフゲイン）程度となる（図１ｂ）。これが補聴器の適合状態であり、目標達成の目安となる。
このように目標が達成されれば、患者にとって役に立つ補聴器となるが、現実的には他機関で購入した補聴器が「使

えない、役に立たない」と訴えて受診する患者は後を絶たない。そのような症例のほぼ全例が利得や出力が不十分、つ
まり補聴器から十分に音が入っていない不適合の状態である（図２）。

図 1 補聴器が適合している状態≒「きこえの力を最大限に引き出す」

図 2 補聴器不適合の状態≒「役に立たない補聴器」
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このようなことが生じる原因の一つに、音を上げられない不適切な調整がある。ことばを聞き取るためには十分な音
が脳に届く必要があるが、音が大きく入ると必要のない雑音や周囲の環境音も聞こえるようになる。それらは患者にと
って不快に感じるものである。その不快感を低減させることを調整者が重視しすぎると音を下げる調整となり、音を下
げれば聞き取りは悪くなる。それを繰り返すと結果的に図２のようになる。つまり、聞き取りと不快感のバランスをい
かに取るかが重要である。しかし、図１を常に達成させることは簡単ではない。次に聴覚リハ成功のために重要と考え
ているポイントを紹介する。

【聴覚リハを成功させるためのポイント】
・ポイント１：初回調整→利得は、ハーフゲインの７０％程度から開始する。
最初からハーフゲイン程度の音を入れると、聞き取りの効果は高いが不快すぎて装用できない。一方、５０％以下にな

ると不快ではないが聞き取りの改善を感じにくい。７０％程度は、聞き取りの改善を自覚でき、且つ不快感を何とか我慢
できて装用を継続できるレベルである。
・ポイント２：調整期間・頻度→初期調整期間は３カ月程度。その間は頻回（できれば週１回）に通院して、補聴器

の調整を施行する。
最初はうるさく感じた音も常用を継続すると１週間程度で慣れる。つまり、効率よく音を上げて行くには、１週間毎

に調整を行うのが望ましい。また、これを継続していくと約２カ月でほぼ慣れた状態になり、その後１カ月で患者の生
活に合わせた調整を行うことができる。そのためわれわれは、初期調整期間を３カ月間としている。
・ポイント３：装用指導→初日から常用（起床から就寝まで）し、色々な場所で積極的に装用する。
補聴器の装用初期には、ことばだけでなく周囲の雑音も急に大きくなるため、補聴器からの音を不快に感じやすい。

そのため以前は「短時間、静かなところから開始して、慣れてきたら徐々に装用時間を延ばし、使用環境を広げてい
く」と指導を行っていたが、調整が進まず中止となる患者が多かった。そこで「初めからできる限り長く装用」する指
導に変更して、患者がどの程度装用できるか試したところ、ほとんどの患者が最初から長時間装用が可能であり、結果
的に調整が進み、早期から効果を実感し装用を継続できるようになった。
・ポイント４：医師による説明→初回に医師が聴覚リハの意義について詳しく説明する。
最初から常用して３カ月間頻回に通院することは、患者にとっては大変な作業である。この大変な作業を遂行するに

は患者の理解が欠かせない。特に常用することを受け入れない患者が多く、これを補聴器業者が説明しても納得しない
ため、納得や理解を得るためには、医師がその意義を説明することが必須である。われわれは以下のように説明している。
「難聴になると音が脳に届きにくくなるため、難聴の脳に変化してしまう。急に大きな音を入れると難聴の脳は不快
に感じやすい。そのため少しずつ音を大きくしていきながら脳に音を慣らして、正常な脳（聞こえる脳）に近づけてい
く。うるさく不快に感じる音も常に聞いていると脳が変化して、徐々に不快感が減少していく。補聴器をつける時間が
短かったり、つけたり外したりを繰り返していると、脳は変わっていかない。脳を変えて効果を上げるためには、補聴
器を常用することが望ましい。」
・ポイント５：器種選択（型式）を間違えない
聴力レベルに合った型式を選択する。基本は耳掛け型である。現在はベーシックモデル（１０万円前後）で、必要なチ

ャンネル数（6ch前後）と基本的な機能（雑音抑制、ハウリング抑制）が搭載されている。耳あな型は聴力レベルが
40～60dBHLの範囲にある難聴のみに適応と考えている。
・ポイント６：補聴器の調整→少しずつ（１回の調整では 1～3dBSPL以内）音を上げていく。音に対する不快感は、

常用することで脳が変化して減少するため、基本的に音を下げない。
患者の訴えを参考に再調整する。特定の音に対する不快感があるときは、不快な音域以外の周波数帯の利得や出力を

上げる。例えば、高音域の音（食器の音、など）が響くときは、低中音域の利得や出力を上げる。ことばの明瞭性が悪
いという訴えのときは、不足している音域の利得や出力を上げる。不快感については、常用すれば徐々に慣れて減少し
てくるため、基本的には音を下げない。
・ポイント７：特性図→月１回は医師がチェックする
特性図を読むのは難しいというイメージがあるが、臨床に必要なことは実にシンプルである。具体的には、60dBと

90dBSPL入力時の出力音圧を示す二本の特性曲線に注目する。60dB入力の曲線で利得を計算し、90dBと 60dB入力時
の出力の差（≒圧縮）を確認する。利得はハーフゲイン程度、圧縮は 20±3dBSPLを目安とする。読み方の詳細は当日
紹介する。
・ポイント８：適合検査→初期調整の最後（３カ月後）に適合していることを確認する（図１）。
語音明瞭度曲線と装用閾値にて適合を確認する。

【聴覚リハとは‘きこえの脳のリハビリテーション’】
聴覚リハで行っていることは、補聴器を用いて聞き取りに必要な大きさの音を脳に入れて、不快感を経時的に慣らし

ながら聞き取りを改善させることである。補聴器を通して得られる新しい音環境に合わせてきこえの脳を変えていくリ
ハビリテーションともいえる。成功のためには、耳鼻咽喉科医のかかわりが必要不可欠である。特に患者の納得や理解
のために聴覚リハの意義を説明することと、調整が適切であるかを特性図と適合検査にて確認することの二つは、聴覚
リハにおける医師の義務といえる。
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ランチョンセミナー⑵ 甲状腺難治癌への挑戦
杉谷 巌
日本医科大学 内分泌外科

本邦のようなヨード摂取充足国においては、甲状腺癌の９０％以上を乳頭癌が占める。その大多数は予後良好な低危険
度癌であり、甲状腺温存手術（葉切除）を中心とする従来の治療法により良好な治療成績が得られてきた。一方で、分
化癌（乳頭癌、濾胞癌）においても少数ながら存在する高危険度癌は血行性の遠隔転移や甲状腺外他臓器浸潤を主徴と
し、甲状腺全摘を基本とする手術療法に加え、放射性ヨウ素（RAI）内用療法、TSH抑制療法（TST）を行うものの、
その治療成績には限界があった。そうした中で、２０１４年６月、チロシンキナーゼ阻害剤（TKI）のひとつである Soraf-
enibが根治切除不能な分化型甲状腺癌に対する保険適応の承認を得た。分子標的薬の参入により、新たな時代の幕開
けを迎えた甲状腺難治癌治療における課題と展望について述べる。

１． 甲状腺分化癌（乳頭癌）に対する risk―adapted management
近年、医療先進国においては超音波等による検診機会の増加を主因として、小さな無症候性の乳頭癌の発見・手術が

激増している。にもかかわらず、甲状腺癌による死亡数は減少していないことから、無症状で見つかるような低危険度
癌と死に至る高危険度癌は別種のものであるという事実が改めて認識されている。従来、欧米では臨床的顕性癌のすべ
てに甲状腺全摘を行うことが推奨され、術後の RAIによるアブレーション（RAA）、TSTもルーチンに行われてきた。
対照的に日本では、進行癌に対しても甲状腺温存手術が採用されることが多く、RAI療法はほとんど行われてこなかっ
た。しかしながら最近では、再発や癌死のリスクが低い癌には治療合併症が少なく、医療経済的にも負担の軽い治療を
行い、リスクの高い癌には集学的治療をアグレッシブに行うことで最善のアウトカムを目指す risk―adapted manage-
mentの考え方が各国のガイドラインに浸透し、彼我の治療方針は急接近してきている。

Risk―adapted managementの前提となる危険因子としては、年齢、腫瘍径、被膜外浸潤（Ex）、リンパ節転移（Ｎ）、
遠隔転移（Ｍ）、病理学的悪性度などが一般的である。癌研式乳頭癌の癌死危険度分類ではM1、５０歳以上で高度の Ex
（気管・食道粘膜面までの浸潤、術前反回神経麻痺）または 3cm以上の巨大Ｎのある症例を高危険度群、それ以外を低
危険度群に分類しており、前者の１０年疾患特異的生存率（CSS）が７４％であったのに対し、後者のそれは９９％であっ
た。

２． 高危険度癌の治療とその限界
高危険度癌の局所治療は主として、甲状腺全摘、広汎な治療的リンパ節郭清、他臓器合併切除・再建などの手術療法

に委ねられてきた。激しい ExやＮがあっても、拡大手術により局所制御に成功した場合の治療成績は良好で、M0で
術後３年以上無再発であった症例の１０年 CSSは９６％であった。Ｍを生じた場合でも、肺のみへの転移で最大径 2cm以
下であれば、１０年 CSSは８３％と進行緩徐なことが多く、Ｍは必ずしも拡大手術の禁忌条件とはならない。
甲状腺分化癌の全身療法としては、RAI内用療法と TSTが行われてきた。転移に RAIが集積した場合の治療成績は

良好で、Duranteらによれば、特に画像上で寛解が認められた場合の１０年 CSSは９２％であったという。しかしながら、
若年者の微小肺転移などを除くと、RAIの集積は必ずしも芳しくなく、がん研有明病院での経験ではＭのうち、RAIを
集積したのは２２％で、画像上効果が認められたのは全体の８％に過ぎなかった。また、甲状腺全摘後に RAAを行うこ
とで、血清 Tgやその倍加時間が再発や予後予測の指標として有用となるが、その再発・生存率改善についてのエビデ
ンスに高位のものはない。

TSTの効果に関しては、McGriffらによるメタ・アナリシスにより、分化癌術後の再発・病勢進行・原病死のリスク
を低減させるとの結果が得られた（ハザード比［HR］０．７３、９５％信頼区間［CI］０．６０～０．８８）。しかし、報告された臨
床試験はすべて後向き観察研究で、TSTとその効果の関係は“probable”に過ぎないとされた。２０１０年、Sugitaniらに
よる TSTの乳頭癌術後再発抑制効果についてのランダム化比較試験の結果が報告され、TST非施行群（２１５例）の施行
群（２１８例）に対する非劣性が示された（HR １．０４、９５％CI ０．８５～１．２７）。
がん研病院では従来、M1症例と両側性病変以外には甲状腺を温存する術式を採用してきたが、２００５年以降、高危険

度群には従来の局所根治切除に加え、甲状腺全摘・RAI療法を行うこととした。この“risk―adapted management”導
入以前の症例（１９９３～２００４年、１０１例、平均観察期間１３年）の５年 CSSは８９％であったが、導入後（２００５年～２０１０年、
１１９例、平均観察期間４年）の５年 CSSは８７％であった。有意の改善は今のところなく、高危険度癌に対する既存の治
療の効果が限定的であることがうかがわれる。

３． 甲状腺癌に対する分子標的薬治療の登場と課題
Sorafenibは血管増殖因子 VEGFレセプターや甲状腺癌の発生増殖にかかわる RET、B―Rafなどの分子を標的とする

TKIである。RAI治療抵抗性の局所進行または転移性分化型甲状腺癌に対する Sorafenibの効果についての国際第Ⅲ相
試験（DECISION試験）が日本も参加して行われ、無増悪生存期間（PFS）において、プラセボ群に比較して有意の延
長が認められた（PFS中央値１０．８カ月対５．８カ月、HR ０．５９、９５％CI ０．４５～０．７６）。この結果を受けて、わが国におい
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ても２０１４年６月２０日、Sorafenibの根治切除不能な分化型甲状腺癌に対する保険適応拡大が認められた。引き続き、
Lenvatinibや Vandetanibといった TKIも承認される見込みであり、難治の甲状腺癌治療は新時代に突入した。その有
効性には大いに期待が寄せられるところではあるが、手足皮膚反応など外科医にとっては慣れない副作用も少なくな
い。安全性に十分配慮した適正な使用のために、新しいチーム医療のシステム形成が求められるところであり、日本内
分泌外科学会・日本甲状腺外科学会では、日本臨床腫瘍学会と協力して、甲状腺癌診療連携プログラムを２０１４年７月に
立ち上げた。診療科横断的な診療連携と教育事業を柱とするもので、日本頭頸部外科学会、日本甲状腺学会の参加も内
定している。Sorafenibの適応患者選択においては、分化型甲状腺癌（乳頭癌、濾胞癌、低分化癌）であること、RAI
治療抵抗性であること、進行性であることが条件となる。これらについての詳細な指針は日本内分泌外科学会・日本甲
状腺外科学会および日本核医学会のホームページに掲載されている。本邦において多くみられる甲状腺非全摘・RAI未
実施患者への TKI使用は現状では認められておらず、今後の検討課題である。そのほか、TKIの効果予測のための分
子マーカーの探索、併用療法や二次治療についての検討も今後進めていかなければならない。

４． 甲状腺未分化癌と日本甲状腺未分化癌研究コンソーシアム（ATCCJ）
未分化癌の頻度は甲状腺癌全体のおよそ１％に過ぎないが、きわめて予後不良であり、甲状腺癌死の約半数を占める。

このような orphan diseaseに対する治療のエビデンス集積のためには、一施設での試行錯誤では限界があるとの考え
から、２００９年に多施設共同研究組織として ATCCJが設立された。最近までに参加施設は全国５７施設、症例データベー
スは１，０６９例と世界最大規模となっている。データベースを用いた予後因子と治療指針、拡大手術の意義、偶発未分化
癌の特徴、長期生存例の病理学的特徴などの後向き研究を報告したほか、世界初（当時）の未分化癌を対象とした前向
き介入試験である医師主導型臨床試験（甲状腺未分化癌に対する weekly paclitaxelによる化学療法の認容性、安全性に
関する前向き研究）を２０１２年５月より開始した。２０１４年３月までで症例登録期間を満了し、７１例が登録された。２０１５年
３月までで観察期間が終了する。
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ランチョンセミナー⑶ EBMがもたらす漢方医療の可能性
―反復性中耳炎・がん治療に迫る―

吉崎 智一
金沢大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

漢方医療は、明治政府がドイツ医学を中心とした西洋医学教育を推進したことにより日本医学会では主流からはずれ
ることとなった。１９６７年保険収載となり、エキス剤が流通するようになる。さらに近年では２００１年文部科学省諮問専門
委員会が漢方医療を医学教育モデル・コア・カリキュラムに取り入れたことから、今日ではすべての大学医学部・医科
大学において漢方医学に対する教育が施行されている。その結果、現在、医師の９割以上が漢方薬の処方経験を有する
に至っている。一方で、「証」を中心とした診断概念は日常診療で浸透しているとはいいがたい。特に耳鼻咽喉科・頭
頸部外科診療所では、一般に腹診などの全身の診察を行うに適した診察室となっていない。さらに、生薬の効能に関す
る知識もおぼつかない。こんなわれわれがどのように漢方薬を使えば良いのであろうか。
現在、金沢大学病院では耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座内に和漢診療科が設置されている。本セミナーでは、第一部と

して、漢方医療のずぶの素人であった私ならびに教室員がこういうときは漢方薬の方が良いと感じる病状と漢方薬、西
洋医学的治療でお手上げ状態となって当科和漢外来に紹介し「目からウロコ」経験をした症例を中心に解説する。第二
部では、漢方薬のずぶの素人らしく、「証」は全く無視して、漢方薬の有する成分と効能にも続いて当教室が厚労省班
研究として施行した２つの多施設共同研究試験について概説する。
第一部のエッセンスとしては「症状に合わせて使える薬を数種類覚えて使ってみる」として比較的なじみの薄い薬

剤、滋陰至宝湯の著効例を中心に紹介する。現在では、難治性で紹介されてくる、とある症状に対して私の切り札的な
薬剤となっている。
第二部のエッセンスとしては「頭頸部癌治療後の QOL改善から小児反復性中耳炎の治療薬としても使える」十全大

補湯の効果について紹介する。こちらも小児反復性中耳炎の治療薬としてガイドラインに掲載されるに至っている。そ
の根拠となるデータについて紹介する。
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ランチョンセミナー⑷ 小児急性中耳炎への対応
上出 洋介
かみで耳鼻咽喉科クリニック

小児急性中耳炎の診断と治療については既に米国ならびに本邦のガイドラインで述べられている。今回はむしろ日常
診療での実践的な対応について筆者の経験的な部分も含めて述べていきたい。

１．【The diagnosis and management of acute otitis media】
米国では AAP（米国小児科学会）が The diagnosis and management of acute otitis media として２００４年に発表し、

２０１３年に新しく改訂された。この改訂版では内容がかなり実践的に記されており、Key Action Statement（以後 KAS す
る）という形で診断、治療を優先順位づけして段階的に進めていくようにしてある。まず何をすべきかをそれぞれの項
目を簡潔に記載され、その後 EBM に沿った形で説明を行っている。
流れは以下のような順で説明されている。
KAS１ □急性中耳炎の診断を行う
KAS２ □疼痛緩和を行う
KAS３ □重症度判定と治療法（観察もしくは抗菌薬治療）
KAS４ □抗菌薬の第一、第二選択
KAS５ □反復性中耳炎と治療 である。

２．【小児急性中耳炎診療ガイドライン】
本邦の小児急性中耳炎診療ガイドラインは２００６年に始まり、現在２０１３年版が発行されている。この診療ガイドライン

では Clinical question（CQ）形式をとっておりそれぞれの設問に対して回答と詳細な解説を行っている。
【CQ １９ 診断、検査法】
□急性中耳炎の診断 □重症度 □ティンパノメトリーの役割、問診の必要性
【CQ ２０ 予防】
□PCV（肺炎球菌ワクチン）は小児急性中耳炎の予防に有効か
【CQ ２１ 治療】
□軽症の場合の抗菌薬治療非投与 □抗菌薬と鎮痛剤 □抗菌薬の選択方法
□抗菌薬の投与期間 □鼓膜切開の適応 □点耳療法 □注意点
□反復性中耳炎と漢方補材 □治療アルゴリズム である。
しかしながら演者が伝えたいのはこの KASや CQに入る前に、耳鼻咽喉科専門医は外来診療で受診するすべての乳

幼児に対して症状の有無にかかわらず中耳炎を起こしていないか習慣付けをしてチェックすべきである。しかもこれだ
けでは十分とは言えない。次に重要なことは中耳炎が見られたならばそれがどのような状態であるのかを判断できる経
験が必要である。単純急性中耳炎のどの時期か、または遷延性中耳炎か、滲出性中耳炎かなどの判断は数値で表される
わけではない以上、医師自身の目による判断が極めて重要であることを示している。

３．【画像ファイリング】
診療ガイドラインでは鼓膜所見は手術用顕微鏡や鼓膜内視鏡による観察を推奨しているが、できれば同時にその時の

画像を撮影しファイリングしていくことが重要である。これは中耳炎が常に流動的な疾患であり、鼓膜所見は極めて短
時間に変化していくことからも、病態の変化に柔軟にかつ適確に対応する方法として鼓膜画像を常に保存しておくこと
は大切である。そして得られた画像を提示することは患者や保護者の Informed consentとなるばかりではなく耳鼻科
医の自己研鑽に役立ち、精度の高い診断を行うことができる。実際の画像を提示する。

４．【耳痛】
耳痛と夜間の不穏は高い頻度（７１％）で急性中耳炎が予測されるが、１５％には中耳炎がなく、必ずしも中耳炎の特異

的症状ではない。耳鼻咽喉科医であれば正確な鼓膜所見を取って耳痛の原因を調べて対応する。
耳痛、発熱（３８．５℃以上）の治療については安全性の点から診療ガイドラインでは基本的にアセトアミノフェン

（acetaminophen 10～15mg/kg）の使用を推奨する。経口または経直腸投与で速やかに吸収され、血中濃度は３０～６０分
でピークに達し、血中半減期は約２時間である。

５．【重症度の判定】
重症度の判定は診療ガイドラインを参考に行うことを推奨する。判定の項目には年齢、臨床症状、鼓膜所見があり、

それぞれの評価点数の合計によって軽症、中等症、重症に分類する。重症度スコアは ①年齢は２４カ月齢未満に３点を
加算する。②臨床症状は耳痛、発熱（腋窩）、啼泣・不機嫌の程度で加算する。③鼓膜所見は鼓膜発赤、鼓膜の膨隆、
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耳漏の程度で加算する。④のスコアにより軽症、中等症、重症に分類する。
今回は鼓膜の発赤や膨隆、耳漏の程度について実際の鼓膜画像から考えてみる。

６．【治療方針】
軽症の第一選択は ①抗菌薬非投与による経過観察である。保護者と十分連携を保ち、鎮痛を主体とする保存療法を

行う。
中等症の第一選択は ① AMPC高用量で３日間投与する。改善があれば引き続き２日間の追加投与を行う。
重症の第一選択は ① AMPC高用量、② CVA/AMPC（１：１４製剤）、③ CDTR―PI高用量のいずれかと鼓膜切開を組

み合わせる。
しかし中耳炎の重症度判定と治療方針の決定は案外難しい。ウイルス感染による中耳炎では痛みと発熱が高く、鼓膜

発赤が強く重症度が高くなりやすいが比較的軽症のことが多い。一方で０歳の中耳炎では強い臨床症状を呈さないた
め、鼓膜所見が極めて悪化しているにもかかわらず重症度が下がる傾向があり治療方法の選択が難しい。また患者がす
べて単純急性中耳炎であるわけではなく診療ガイドラインとは治療方針の選択が異なることも多い。

７．【実際の治療介入】
乳幼児中耳炎に対してどの程度治療介入していくかについては診療ガイドラインでは治療指針を表しているが指令で

はないので実際には当事者の判断に委ねられている。
演者自身もかつては抗菌薬治療、鼓膜切開を中心としていたが、繰り返しの切開は鼓膜構造のダメージも強く、穿孔

遺残も多く認められた。その後鼓膜の損傷を避けるために難治な中耳炎には高用量抗菌薬投与と早期に鼓膜チューブを
留置して中耳の改善を図るようにしてきた。しかし最近では小児の精神・身体発育をその中心に置き、抗菌薬治療も含
めて強い介入は避ける方向にある。また近年当院での鼓膜切開頻度、鼓膜換気チューブ留置頻度が減少している。これ
は難治例や重症中耳炎例が全般的に減少していることになるが、そこには肺炎球菌予防ワクチンや新規抗菌薬治療の医
療社会への影響があるように思われる。肺炎球菌ワクチン施行後の肺炎球菌莢膜型の変化について述べる。

８．【鼓膜切開の実際】
鼓膜切開法は従来型の切開刀を用いる方法と炭酸ガスレーザーによる切開法がある。一般的にはこの両者には大した

差がないと考えられているがレーザー切開方法にはいくつもの優れた点がある。レーザー切開ではハンドピースが小児
の頭部の動きに追従し、狭い外耳道でも内蔵型 CCDカメラにより精密に切開部位が特定され、一定の切開口が作成で
きる。さらに出血がないので切開直後に丸い切開孔から鼓室内が観察できる。
抗菌薬点耳治療に関してもレーザー切開による穿孔からは高濃度の薬液が鼓室内に注入できるので、この点において

も優れている。鼓膜換気チューブ留置には各施設の事情もあるが必要と判断されれば最適な麻酔法を選択して留置す
る。

参考文献
１）Clinical Practice Guideline, The diagnosis and management of acute otitis media : American Academy of Pediatrics

Guidelines 2013. Pediatrics 2013 ; 131（3）: ｅ９６４―ｅ９９９．
２）Clinical Practice Guidelines for the diagnosis and management of acute otitis media（AOM）in children in Japan―

2013 update. Auris Nasus Larynx. 2014.
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ランチョンセミナー⑸ 睡眠障害治療の最先端
中山 明峰
名古屋市立大学耳鼻咽喉科＆睡眠医療センター

＜はじめに＞
いびき博士と呼ばれた故・池松武之亮先生は、１９６４年に耳鼻咽喉科医として世界で初めていびきに対し手術を行い、

後に１９８１年に藤田史朗先生が OSAS（睡眠時無呼吸症候群）の手術として UPPP（口蓋垂軟口蓋咽頭形成術）を世界に
広めた。このことにより、１９８０年代は耳鼻咽喉科医が睡眠時無呼吸症候群の治療を牽引してきたと言っても過言ではな
い。ところが時代は CPAP（経鼻陽圧加圧装置）普及により、いつの間にか睡眠に関与する医師たちから、OSASの治
療は耳鼻咽喉科医のみに任せてはならない、という通論になった。実際、睡眠医学の領域では、耳鼻咽喉科医が大変肩
身の狭い思いをしているという事実がある。
当施設は２０１１年に新設された睡眠医療専門の睡眠医療センターであり、国公立の大学病院で講座より独立した睡眠医

療センターはまれで、耳鼻咽喉科医が部長を務めるのは本邦初である。睡眠医療全体を把握しなければならない状態の
中、日々苦悩しながら施設を運営しているのが現実である。約３年間、日本睡眠学会認定の睡眠医療認定医療機関とし
て、さまざまな睡眠疾患を経験することにより、それまで耳鼻咽喉科医として経験した症例は、睡眠疾患のわずか一部
のみにしか触れていない、視野の狭さや経験値の低さにより、多くの睡眠疾患を見逃した可能性がある事実を知るショ
ックを受けた。International Classification of Sleep disorder（ICSD）で定められた８項目ある疾患類の１項目である睡
眠関連呼吸障害である。その１項目の１疾患にすぎない OSASでさえ、耳鼻咽喉科医として十分に把握をしていなかっ
たという反省から、まずは自ら睡眠専門医としての自覚を持ち、専門領域のみならず、どの領域であろうと睡眠疾患に
精通しなければならない、さらに本邦の耳鼻咽喉科医にこの経験を報告することにより情報を共有しなければならな
い、という志で現在に至っている。まだまだ未熟な施設であるが、睡眠医療を行う耳鼻咽喉科医が、すべての領域の睡
眠専門医からの信頼を取り戻すため、さらに最新の睡眠医療情報を発信するために、これまでの自らの失敗談を含め、
皆様にできる限りの情報を伝えたいと思う。

＜耳鼻咽喉科医としての反省＞
耳鼻咽喉科医は局所所見にとらわれがちである。しかし全身に影響を及ぼさない局所疾患はない。まず OSASのみを

考えた場合、耳鼻咽喉科医が行って来た UPPPは睡眠中に起きる閉塞する上気道の中咽頭の狭窄に対してのみの治療
を行っているに過ぎない。世界的に UPPPによる OSASの改善率は約５～６割と認識されている。さらに、長期に経
過観察した場合、術創の瘢痕狭窄、肥満によるリバウンドが問題となっている。そのため、アドヒアランスさえ良好で
あれば気軽で痛みもなく治療ができる CPAPに手術は太刀打ちできない。このことについて耳鼻咽喉科医はまず反省
し、睡眠医療における耳鼻咽喉科医の役割を再認識しなければならない。
そのためには、まず OSASとほかの睡眠疾患を鑑別する必要がある。ほかの疾患が合併した場合は、疾患に応じて対

処する、手術については中咽頭のみならず上気道全体の問題に対応し、さらに瘢痕形成し難い術式を検討する必要があ
る。

＜将来への展望および最新情報＞
OSASにつき、上気道全体に対する治療を行うべきであるという認識は、世界の耳鼻咽喉科医でも年々高まってい

る。シカゴ大学 Friedmanグループでは OSASにつき、重症度に応じた手術戦略を掲げてきた（Friedman M, Laryngo-
scope, 2004）。その連携医療を行っている Linらは次世代の手術法として、麻酔下における上気道狭窄部位を検討し、
その上で、上気道多部位手術を提唱し、AAO―HNSで報告した（Lin HC, 2014 : http ://oto.sagepub.com/content/150/
6/1078）。この論文ではエビデンスベースのデザインを行っており、すべての症例で、手術評価前後に体重変動がない
ことをも検討しており、われわれが随従するには容易ではないことが分かる。しかしこのような評価方法は今後耳鼻咽
喉科医への指標となり得るものであり、エビデンスベースに基づいた学術検討が、すべての睡眠専門医より信頼を取り
戻す唯一の方法だと考えている。
直ちに Linらが報告するような医療ができない場合、どのようにしたら良いか。当施設のひとつの試みを報告する。

つまり、OSASについては肥満、全身疾患が問題となることは言うまでもない。しかし現実的には CPAP治療がすべて
の症例に受け入れられる訳でもない。現在、当施設では CPAPを中心にまず治療を開始する。しかし適切のある症例
については CPAP離脱に向けた医療を行うべき計画を立てる。その試みを報告する。
さて、成人と違い、小児 OSASについては手術が第一選択となっている。しかし、耳鼻咽喉科医にこそ治療可能な小

児 OSASの治療については、むしろ消極的だと睡眠専門医より指摘されている。例えば３歳以下は手術行わない施設は
未だ多く存在する。また、その検査値でなぜ手術が必要なのか、という保護者の質問に答えきれない主治医が多くいる
ことも見受ける。当院では最低年齢６カ月児に手術を行っている。低年齢は手術を考慮しなければいけない条件ではあ
るが、OSASがどれだけ小児全身に害を与えるのか、エビデンスに基づいた手術適応が必要である。耳鼻咽喉科医の小
児 OSASに対する診断と治療は混迷状態にあると言っても過言ではない。その理由には、まず第一に、世界的な手術ガ
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イドラインができていないことが考えられる。さらに、２０１４年 ICSDがⅡからⅢに改訂されたにもかかわらず、小児
OSASについてはかなり簡略化され、逆に診断に混乱が生じる要因となっている可能性がある。このことについて、会
場の皆様と議論しながら考えたい。
最後にひとつの話題を提供したい。２０１０年、当施設でメニエール病患者に対しポリソムノグラフィを行い睡眠動態を

追跡したところ、メニエール病患者の睡眠にさまざまな異常があることを発見した（Nakayama M, J Clin Sleep Med,
2010.）。その後、睡眠障害のみを治療することにより、メニエール病が改善するかどうかの臨床治験したところ、
OSAS合併のメニエール病症例について、CPAP治療のみでメニエール病がかなり改善することを報告した（Nakayama
M, Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2013.）。この治験を行っている時点で、ひとつの大きな問題にぶつかった。
それは、これまで耳鼻咽喉科医が善かれと思ってめまい患者のために処方してきたベンゾジアゼピン製剤は、逆に患者
に筋弛緩を起こすため OSASが悪化し、睡眠中に内耳虚血を引き起こす可能性があるのではないか、さらに、ベンゾジ
アゼピン製剤自体は睡眠脳波の質を低下させることで質の悪い睡眠を患者に与えていた可能性もあるのではないかと気
づいた。ベンゾジアゼピン製剤は耳鼻咽喉科医のみならず、医療全体、さらに社会問題としても問題点を指摘されてい
る。厚生労働省による睡眠ガイドラインに基づいて、めまい、耳鳴に対する正しい睡眠薬の使い方について、報告する。
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ランチョンセミナー⑹ 錯聴からみた聴覚のメカニズム
柏野 牧夫
NTTコミュニケーション科学基礎研究所

１． 錯聴とは？
錯覚とは、大まかに定義するならば、目や耳などの感覚器に入ってくる刺激の物理特性と、意識に上る知覚特性とが

単純に対応しない現象である。視覚の錯覚（錯視）ほど一般には知られていないかもしれないが、聴覚にも錯覚（錯
聴）はある。錯聴は、幻聴のように特定の人しか体験しなかったり体験者ごとに内容が大幅に異なったりするようなも
のではなく、個人差はあっても多くの人がだいたい同じように体験できる。錯聴に再現性、法則性があるということ
は、そこから聴覚情報処理のメカニズムを垣間見ることができるということでもある。特に、錯聴における音の物理特
性と知覚特性の乖離は、脳活動の計測とうまく組み合わせれば、聴覚における知覚が脳内のどこでどのように形成され
るのかを探索する上で有効な武器になる。
錯聴にはさまざまなものがあるが、本稿では、削除されたはずの音が補完されて聞こえる「連続聴効果」と、同じ音

が反復呈示されると聞こえ方が変化する「多義的知覚」という二種類の知覚現象を紹介する（講演ではより多くの現象
に言及する予定である）。いずれも奇妙な現象で、一見聴覚の不正確さを表しているように思えるが、実は適応的な意
味がある。後述するように、そのような錯聴のおかげで、聴取者は日常の環境でうまくやっていけるのである。
なお、いくつかの錯聴は、ウェブサイト「イリュージョンフォーラム」（http : //www.kecl.ntt.co.jp/IllusionForum/

index.html）で体験することができる。音を文字で表すには限界があるので、錯視もあわせて、ぜひデモを体験してい
ただきたい。「百聞は一見に如かず」ならぬ、「百読は一聴に如かず」である。また、錯聴に関する書籍や CDも各種出
版されている１）～５）。

２． 隠されると聞こえる
幻聴や耳鳴りでもない限り、「音が聞こえた」という知覚が生じるのは「物理的に音が存在する」からだと考えるの

は自然である。しかし実際には、そうとは限らない。
文章を声に出して読み上げた音声を録音し、その文章の頭から 100～200ms程度の間隔ごとに、音声を削除する。言

い換えれば、一定間隔ごとに無音区間を挿入することになる。こうすると、何を言っているのか非常に聞き取りにくく
なる。次に、音声を削除した部分に、広帯域の雑音を挿入する。雑音の強さは音声よりも大きくする必要がある。こう
すると、雑音の背後で、削除されたはずの音声が滑らかにつながって聞こえる。雑音があろうがなかろうが、同じ分量
の音声が削除されたはずだが、聞こえ方は劇的に違う。雑音が挿入された場合に限って、削除された部分が修復される
のである。これを音素修復（phonemic restoration）と呼ぶ１）。
音素修復は、知覚される音が物理的な音のコピーではないということを如実に物語っている。しかし、これは知覚の

誤りではない。それどころか、このような補完機能があるからこそ、日常生活をうまく送ることができる。というの
も、日常的な環境は往々にして妨害音が多いからである。例えば人の話を聴いているとき、別の人がドアをバタンと閉
めて入ってくれば、その部分の音声はドアの音に隠されて検出できなくなってしまう。これをマスキングと呼ぶ。音素
修復は、マスキングの影響を補償するのに役立っている。
このような補完現象が生じるのは言語音声に限らない。対象が音楽でも環境音でも、あるいは純音でも雑音でも、特

定の条件さえ満たされていればどのような音でも生じる。その条件とは、ひとことで言えば、対象音を削除した部分に
挿入する雑音が、本来の音がそこにあったとしても十分マスキングすることができる特性があるということである。す
なわち、挿入する音のスペクトルが対象音に近く、強さが対象音より強く、残存した対象音と挿入する音との間に検知
できる時間的な隙間がなければよい。このような条件は、日常的な環境を考えれば、極めて理に適っている。補完が必
要なのは、本来存在している音が別の音でマスキングされた場合だけであって、もともと切れている音を補完する必要
はない。聴覚には、マスキングされた可能性が高い場合に限って補完するという選択性が備わっているのである。最近
では、連続聴効果や音素修復を生み出す神経メカニズムの探求が盛んに進められている。

３． 反復すると違って聞こえる
聴覚における知覚の生成過程について考える上で興味深い現象をもう一種類紹介する。物理的には同一の音なのに、

反復すると知覚内容がどんどん変わっていくという現象である。まず、短い単語を録音する。例えば「バナナ」とやや
早口で発声する。次に、それを切れ目なく反復再生する。すると、「バナナ」のはずが、「ナッパ」になったり、「ハナ」
になったり、さらには二人の声に分かれたり、機械的な音が聞こえてきたり、人によって中身はさまざまだが、普通は
１分間も聞けばかなりの変化が体験できる。この現象自体は古くから知られていて、反復単語変形効果（verbal trans-
formation）と呼ばれている１）。同一のパターンを反復呈示すると知覚内容が自発的に変化する現象は、単語だけでな
く、単純な音系列や雑音でも生じる。
このような一見奇妙な現象が、聴覚における知覚意識の形成過程を解明する上で大いに役に立つ。知覚に対応する脳

活動がどこでみられるかを探索する際に、入力する音を変えればもちろん知覚も変わるわけであるが、それで異なった
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脳活動がみられたとしても、知覚が変わったからなのか入力が変わったからなのか区別がつかない。同じ入力を反復し
ている場合には、知覚の切り替わりに伴って異なる脳活動が観測されたとすれば、それは入力の違いではなく、知覚を
生み出すための情報処理を反映したものと考えられるわけである。
このような考え方のもと、われわれは、単純な音系列や単語を反復したときの知覚変化に伴う脳活動を計測する一連

の実験を行ってきた。その結果、単純な音系列の知覚的なまとまりが変化する際には聴覚野と視床の相互作用６）が、ま
た、単語の知覚が切り替わる際には左下前頭皮質（ブローカ領域）、前帯状皮質などの前頭葉に分散した部位間の相互
作用７）が、それぞれ本質的な役割を果たしていることが示された。それだけでなく、小脳、大脳基底核など、いわゆる
聴覚系の外側にある部位の関与も示唆された８）。さらに、神経伝達物質関連の遺伝子９）や、自己の身体運動が知覚形成
に与える影響１０）も明らかになりつつある。
聴覚における知覚の形成過程に関する神経メカニズムの探求は、この１０年で飛躍的に進んでいる。その中で、連続聴

効果や反復による多義的知覚をはじめとする錯聴現象は、切れ味の鋭い道具を提供しているのである。
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8 204 7(0.03) 199 9(0.04)
/ 10 363 13(0.04) 222 9(0.04)

8 262 774(2.95) 238 786(3.3)
16 965 1403(1.45) 912 1034(1.13)

/ 15 488 51(0.1) 450 42(0.09)
8 337 313(0.93) 304 211(0.69)
20 630 88(0.14) 561 10(0.02)
6 535 70(0.2) 548 68(0.12)
6 291 0 288 0
5 330 4(0.01) 36 0

11 604 55(0.09) 536 7(0.01)
21 1126 1798(1.6) 1075 492(0.46)

8 648 143(0.22) 606 2(0.003)

10 770 243(0.3) 747 29(0.04)
3 68 143(2.1) 71 24(0.34)

3 119 7(0.06) 116 3(0.03)

ランチョンセミナー⑺ 舌下免疫療法の実際と対応
藤枝 重治
福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

平成２６年秋、スギ花粉舌下液が保険収載となり、舌下免疫療法がスギ花粉症に対する治療手段の一つとなった。スギ
アレルゲン舌下免疫療法を行う場合、対象患者のスギ花粉症診断が必須である。本人がスギ花粉症であると申告して
も、決してあてにならない。しっかりした検査データと臨床データが必要である。スギ花粉症の診断は、血清中スギ特
異的 IgE陽性もしくは診断用アレルゲン皮内スギエキスを用いた皮内テストで陽性を示し、２～４月のスギ花粉飛散
期に、外に出るとくしゃみ、鼻水、鼻閉、目のかゆみが生じること、もしくは室内では症状が起こらないが外から洗濯
ものを取り込んだり、窓を開けたりすると同様の症状が起こることを十分に確かめて、スギ花粉症の診断ができる。２～
４月に症状があり、鼻汁中好酸球も陽性であるが、血清中スギ特異的 IgE陰性ならびにスギ皮内テスト陰性であれば、
ほかの抗原（ダニなど）によるアレルギー性鼻炎の可能性が高いので、注意を要する。
現在のところ舌下免疫療法は、患者が根治治療を求めた場合、重症な症状を軽減したい場合に行われるのが、一般的

である。スギ花粉飛散期は１年のうち最長で３カ月程度のことなので、もし抗ヒスタミン薬で十分な効果があれば、舌
下免疫療法の施行は必要ないとの考え方もある。
舌下免疫療法を始める際、まず舌下免疫療法がいかなる治療法かを納得してもらう必要性がある。舌下は最低２年

間、スギ花粉非飛散期を含めて毎日しなければいけない。すなわち継続性が必須である。継続できないようなら、開始
しない方がよい。最低でも１カ月に一度来院できる人でなければならない。治療効果には個人差がある。すべての人に
効果があるわけではなく、約６０％から７０％の人に効果がある。舌下施行前にどのような人に効果があるかどうかは不明
であり、やってみないと分からない。２年間もしくは３年間の期間舌下を施行して、十分に効果があっても、治療を終
了するとその効果が減弱する可能性がある。
さらに大切なことは、舌下免疫療法では、かなりの頻度で副反応が出ることである。副作用の内容は、口腔掻痒感と

頬粘膜・舌・口唇の腫脹が多い（図１）。これは事前に十分に説明しておくと問題がない。このような症状が起こった
時には、抗ヒスタミン薬を処方する。ほとんどの症例は、抗ヒスタミン薬服用で症状は消失する。全身性副反応では、
咳が多い（図２）。これも抗ヒスタミン薬で軽快する。喘息や消化器症状など重篤な副作用もあることを説明し、もし
もの場合の指示は出しておく。これらの重症反応は、治療第１回目もしくはスギ花粉舌下液増量期、花粉飛散期に起る
ことが多い。この時期は十分に注意すると共に、患者にも十分な説明をしておく。十分な説明をしておくと患者の対応
も適切となり、大事に至る危険性が減少する。
自宅での舌下施行後、少なくとも２時間は激しい運動や入浴は避けた方がよい。投与後の食事や飲酒も避けた方がよ

い。現在われわれは、朝食後に舌下を行うよう指導している。これにはアルコール摂取、入浴、激しい運動を避けられ
やすいことと、もし副反応が生じても病院側が時間的に対応しやすいと考えているからである。講演会や舌下免疫講習
会で、学校での体育授業があるので朝食後はいかがなものかとの質問があったが、スギ花粉舌下液の適応は１５歳以上な
ので、高校生の場合、その状況を十分に聞き、状況にあった指導を処方医がすべきである。画一的指導の必要性はな
い。
スギ花粉舌下液の投与は、説明書のスケジュール通りで行う。スギ花粉舌下液は、200JAU/mlと 2，000JAU/mlの２

段階の濃度液があるので、200JAU/mlから始めて 2，000JAU/mlに移行する。維持量は 1mlとする。もし舌下投与を忘
れた場合、次の日には、前々日の量を行い、忘れた日の量を増量して行ってはならない。発熱、感冒、気管支喘息発作
時、体調が悪い時、寝不足などかなり疲労している時、抜歯など口腔内に病変がある時には、それが回復するまで舌下
投与を確実に中止する。無理して行う必要はない。再開する時には、中止直前の濃度・量から再開させる。いったん患

図 1 図 2
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者の都合で中止をした場合、再開時には、受診もしくは電話で投与濃度・量の照会をするように指導しておくと問題は
少ないかもしれない。維持量での短期間中止は、維持量で再開して問題ない。最初の臨床研究は、週１回投与が維持量
投与のスケジュールだったので、スギ花粉飛散季節外にこの程度の間隔になっても、治療効果が遅れることを説明すれ
ば問題は起こらない。
舌下免疫療法を行わない方がよい患者は、心疾患や高血圧などで β 阻害薬使用中の患者、１秒率が７０％以下のもし

くは症状が不安定な気管支喘息患者、治療開始時に妊娠している患者、全身ステロイドの連用や抗ガン剤を使用してい
る患者、自己免疫療法の合併や既往または濃厚な家族歴を有する患者、高度の口腔内病変がある患者である。結局のと
ころ、死に至らないスギ花粉症に対する治療なので、副反応が出現した場合対応できない人やほかに重篤な疾患を持っ
ている患者は、原則行わないようにした方が無難である。そこまでして舌下免疫療法を無理して行うメリットはないと
いうことである。時々このような人にも行いたいという勇敢な先生がおられるが、一般的な先生は止めた方がよいと思
う。
最後に、とにかく粘り強く、根気よく継続することが、免疫療法成功への秘訣である。
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ランチョンセミナー⑻ 耳鼻咽喉科における不安・抑うつへの対応

抗うつ薬を上手に使いこなすコツ

菊地 俊暁
杏林大学医学部精神神経科学教室

抗うつ薬はうつ病・うつ状態の治療を対象として開発された薬剤が中心であるが、不安障害などそのほかの疾患に対
する有効性が報告されている薬剤も多く、さまざまな臨床場面で用いられている。主にセロトニントランスポーターや
ノルアドレナリントランスポーターに影響を及ぼすとされ、いわゆる「モノアミン仮説」に基づいた薬理効果が想定さ
れている。いまだその仮説については論議があるものの、現在本邦で上市されている抗うつ薬だけでも２０剤近くあり、
種類も三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）、セロトニン・ノルアドレナリ
ン再取り込み阻害薬（SNRI）、ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬（NaSSA）などがある。臨
床治験を現在進行形で行っている薬剤も複数あり、抗うつ薬を用いた薬物療法はその選択肢を広げてきているといえ
る。
では、その増加した選択肢の中からいずれの薬剤を選ぶべきであろうか。例えばうつ病に対しては、大規模なネット

ワーク・メタ解析が行われており、いくつかの薬剤の有効性が高く、また服薬の継続性が高いことが示されている
（Cipriani A et al., Lancet, 2009）。しかし、有効性（efficacy）と有用性（effectiveness）の議論にも通ずるが、有効性の
観点からのみで使い分けをすることは現実には難しい。効果以外にも、忍容性の問題、薬剤の相互作用、身体疾患への
影響などを考慮しなければならない。個々の薬剤プロファイルを把握し、種々のトランスポーターへの親和性や、チト
クローム P450阻害作用のサブタイプ、Ｐ糖たんぱくが及ぼす影響などについて十分な理解をしておく必要がある。
実際に薬剤を投与していく段では、その投与量や回数などの用法においても理論的背景を持つべきであろう。例えば

投与量について言えば、PETを用いた研究結果は参考になる（Meyer JH et al., Am J Psychiatry, 2004）。抗うつ薬の用
量増加に伴い、線条体におけるセロトニントランスポーターの占拠率は増加して行くが、しかしその関係は線形ではな
く、一定の用量を超えると占拠率はプラトーに達する。シナプス間隙のモノアミンを増加させるという目的からする
と、一定以上の増量に意味があるかは疑問符がつくこととなり、適正な使用量が意識されることとなる。
また、より実践的な話題として、投与された薬剤の効果を判定するためにはどの程度の期間観察すべきか、また第一

選択の薬剤による改善が乏しい場合にどのような対応をしていくのが望ましいのか、といった臨床疑問も挙げられる。
観察すべき期間については、うつ病の場合であれば、抗うつ薬がプラセボと比較して有効性に有意な差が生じるのは
１～２週間であるとメタ解析で指摘されている（Papakostas GI et al., J Clin Psychopharmacol, 2006 ; Taylor MJ et al.,
Arch Gen Psychiatry, 2009）。しかし２週間で治療反応の乏しい場合でも、１０週後に改善が得られる群も少ないながら
存在する（Szegedi A et al, J Clin Psychiatry, 2009）ため、効果の判定にはおおむね６～８週が望ましいとされている。
さらに、「抗うつ薬の投与」という介入行為そのものが及ぼす心理的影響についても考えなければならない。患者が

安心と信頼を抱き、治療に前向きになれるような共同的な導入を心がけ、また副作用が生じた場合の種々の対処方法
（Kikuchi T et al., J Affect Disord, 2012）についても適切に指導し不安の軽減を図る必要があるだろう。治療に対する期
待は薬剤効果にも影響を及ぼすと報告されている（Rutherford BR et al., Curr Psychiatry Rev, 2010）。当然、過剰な期
待は叶えられなかった時には裏切られたとの思いにつながるため好ましくはないが、治療者が信頼できるプロフェッシ
ョナルとしての姿勢を崩さず、安心と期待を抱いてもらうことは治療上重要である。
本セミナーでは、上記のことを踏まえた抗うつ薬の適切な使用方法についてレビューをしていきたい。特に初期選択

から始まり、臨床現場における使用の在り方、そして耳鼻科領域においてどのように使用していくのが好ましいかにつ
いても検討を加えていきたい。
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耳鼻咽喉科心身医学の最前線

五島 史行
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
聴覚平衡覚障害研究部 平衡覚障害研究室 室長

心身症とは身体疾患のうち、ストレスや生活習慣などの心理社会的影響が、症状の発症や病態の変化に影響を与える
疾患のことである。現在の定義ではうつなどの精神疾患に伴うものは除外するとなっている。しかし、実際にはこの鑑
別は非常に困難である。そのため本稿ではうつに伴うものも広義の心身症として扱う。
耳鼻咽喉科では感覚器疾患を扱うため心身症の割合は少なくない。平成１８年４月から同年６月日野市立病院耳鼻咽喉

科の初診患者（平均４８．９±２３．９歳）男性２７４名、女３１２名を対象として詳細な問診を行い心身症の割合を調査したところ
２２．７％に心身症を認めた１）。めまい、耳鳴、咽喉頭異常感症ではその割合は高く約４０～５０％の症例が心身症であった。
これらの心身症はこれまで主に耳鼻咽喉科ではなく心療内科や精神科においても治療をされていたが、必ずしも十分な
治療が行われているとは限らず適切な対応が求められていた。
どのような症例が心身症かイメージしにくい場合には、おおよそこれまで不定愁訴や、医学的に説明できない身体症

状（MUS : medically unexplained symptom）として取り扱われてきた患者の多くが心身症であると考えてよい。実際
にMUSの患者にどのような心理的な問題があるかについて簡単なうつのスクリーニング検査である SDS（self―rating
depression scale）を行って調査をしたところ約半数の症例でうつの存在が明らかになった２）。
そのため慶應義塾大学では２００８年より精神神経科と定期的にカンファレンスを持つ Psychotology（精神耳鼻咽喉科）

conferenceを行い意見交換を行い、さらに２００９年より耳鼻咽喉科心身医学研究会３）を発足させこの分野の研究を行って
きた。心身症の治療として従来ベンゾジアゼピン系安定剤（デパス、メイラックスなど）の投与が一般的であった。し
かし現在は、依存性などの問題から安易なベンゾジアゼピン系安定剤の処方は推奨されない。ほかに考えられる治療と
してカウンセリング、漢方治療、抗うつ薬による治療などが挙げられる。新規抗うつ薬の発売によって抗うつ薬治療は
耳鼻咽喉科医にとっても比較的敷居が低くなってきた。
今回はその心身症のうち特にめまいに着目しその診断、治療について概説する。心身症の診断においては問診が最も

重要であるが、必ずしも十分な時間をかけられないことが多い。特に難治化している心身症のめまいでは身体愁訴が多
く４）、問診に非常に時間がかかる。そのような際に質問紙を活用することで診察時間を短縮し、必要な情報を短時間で
得ることができる。めまいの質問紙として代表的なものは DHI（dizziness handicap inventory）（図１）である５）。DHI
を活用することで心身症の治療、抗うつ薬の適応症例などをスクリーニングすることができる。

文献
１）五島史行, 中井貴美子, 小川 郁 : 総合病院耳鼻咽喉科における心身症の割合と心療耳鼻咽喉科医の必要性. 心身
医学 ５０: ２２９―２３６.

２）Goto F, Tsutsumi T, Oishi N, Mimura M : Hidden depression in otolaryngology patients with medically unexplained
symptoms. Gen Hosp Psychiatry 2011.

３）http ://www.memaika.com/shinshin/ : 耳鼻咽喉科心身医学研究会.
４）五島史行, 堤 知子, 新井基洋, 小川 郁 : 長期にわたりめまいを訴える症例における他の身体的愁訴, 心理状態
について. 日本耳鼻咽喉科学会会報 ２０１０; １１３: ７４２―７５０.

５）Goto F, Tsutsumi T, Ogawa K : The Japanese version of the Dizziness Handicap Inventory as an index of treatment
success : exploratory factor analysis. Acta Otolaryngol 2011 ; 131 : 817―825.
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お名前

この調査の目的は、あなたがめまいによって、日常生活上どのような支障をきたしているのかを知ることにあります。
それぞれの質問に「はい」「時々」「いいえ」のどこにあたるか○をしてください。

生年月日 年　　　月　　　日性別 男　・　女 カルテ No.

年　　　　月　　　　日記載日めまい問診票

上を向くと、めまいは悪化しますか？

めまいのために、ストレスを感じますか？

めまいのために、出張や旅行などの遠出が制限されていますか？

スーパーマーケットなどの陳列棚の間を歩く時に、めまいが増強しますか？

めまいのために、寝たり起きたりする動作に支障をきたしますか？

めまいのために、映画、外食、パーティーなど外出することを制限していますか？

めまいのために、本や新聞を読むのが難しいですか？

スポーツ、ダンス、掃除や皿を片付けるような家事などの動作でめまいが増強されますか？

めまいのために、1人で外出するのが怖いですか？

めまいのために、人前に出るのが嫌ですか？

頭をすばやく動かすと、めまいが増強しますか？

めまいのために、高い所へは行かないようにしていますか？

寝返りをすると、めまいが増強しますか？

めまいのために、激しい家事や庭掃除などをすることが困難ですか？

めまいのために、周囲から自分が酔っているように思われているのはないかと心配ですか？

めまいのために、1人で散歩に行くことが困難ですか？

歩道を歩くときに、めまいは増強しますか？

めまいのために、集中力が妨げられていますか？

めまいのために、夜暗いときには、自分の家の周囲でも歩くことが困難ですか？

めまいのために、家に1人でいることが怖いですか？

めまいのために、自分がハンディキャップ（障害）を背負っていると感じますか？

めまいのために、家族や友人との関係にストレスが生じていますか？

めまいのために、気分が落ち込みがちになりますか？

めまいのために、あなたの仕事や家事における責任感が損なわれていますか？

身体をかがめると、めまいが増強しますか？

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

時々

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

DHI（dizziness handicap inventory）

図 1 DHI
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ランチョンセミナー⑼ ムコ多糖症と耳鼻咽喉科疾患
守本 倫子
国立成育医療研究センター耳鼻科

ムコ多糖症と聞いても一般の耳鼻科医にはなじみが少ないかもしれない。または医師国家試験で聞いたことがある程
度、という方も少なくないだろう。ムコ多糖症はライソゾーム分解酵素欠損によりムコ多糖物質が全身のあらゆる部位
に蓄積する代謝性疾患でガーゴイル顔貌を呈する、という言葉は記憶の片隅によぎるかもしれない。欠損しているなら
その酵素を補充すればよい、ということで酵素補充療法が行われているが、全身投与しても血液脳関門を通らないた
め、脳や内耳に蓄積したムコ多糖物質は消失しない。その代わり早く発見して、早くから酵素補充を始めることで、中
枢や骨組織への蓄積を予防することが可能である。ムコ多糖症児には耳鼻科疾患が多くみられ、耳鼻科を受診したこと
で発見され、治療につながった症例もある。反対に今もどこかの病院で見逃されている患児がいる可能性も否定できな
い。そこで、本ランチョンセミナーでは、もしかしたらこれからかかわることになるかもしれないムコ多糖症児の発見
および対応について紹介する。

１． ムコ多糖症の分類
ムコ多糖症は欠損する酵素の種類により症状も異なり、Ⅰ―Ⅶ型に分類される。最も多いのはⅡ型のハンター症候群

で日本では５５，０００人の男児に一人の割合で出生し、５５％を占めている。続いてⅠ型のハーラー症候群が１５％であり４０万
人に１人の出生率である。どちらも重症型では精神運動発達遅滞を伴う。Ⅳ型のモルキオ症候群（６０万人に１人）やⅣ
型のマルトーラミー症候群（日本では数人）は胸郭変形が著しく、呼吸障害は来しやすいが知的発達はほぼ正常であ
る。図１にムコ多糖症のタイプ別呼吸障害の特徴を示す。
２． 代表的な臨床症状
１） 耳症状
耳管にも沈着するため、中耳炎を来しやすく、これにより耳鼻科を初めて受診する例は少なくない。早期に鼓膜切開

図 1 ムコ多糖症タイプ別呼吸器症状（Muhlebach 2011 より引用改変）

図 2 ムコ多糖症に伴う気道障害（Berger ２０１３より引用改変）
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や鼓膜チューブ留置術を要するが、耳漏も繰り返しやすい。病理学的に側頭骨にもムコ多糖物質が沈着しており、これ
により慢性中耳炎に移行しやすい。ただし、酵素補充療法や骨髄移植を行うと耳漏反復が軽減する。内耳にもムコ多糖
物質沈着することにより感音難聴が進行するが、酵素補充療法では血液脳関門を通らないため治療は困難である。
２） 上気道狭窄
上気道狭窄を生じる機序を示す（図２）。特に耳鼻科受診するのはアデノイドや扁桃肥大に伴う睡眠時無呼吸である。

通常の児と同様にアデノイドなどの増殖が生じるだけではなく、咽頭粘膜にもムコ多糖物質が沈着するため上気道狭窄
症状が著明になる。しかし、全身麻酔をかけることもリスクが高いことを念頭におかなければならない。
３． 治療
ムコ多糖症そのものに対しては、骨髄移植や欠損している酵素補充療法が行われる。治療効果については、病状の重

篤度も異なるため個体差がある。しかし、同じ兄弟でも年少児から治療を始めていた場合の方が骨格の変形もわずかで
あり、進行を食い止めることが可能であると報告されている。耳鼻科疾患については、必要に応じて手術を行う。しか
し、全身麻酔のリスクが高いことを認識する必要がある。
４． 全身麻酔におけるリスク
１） 胸郭が固くて換気困難である。
ムコ多糖物質が骨、軟骨、関節に沈着するため、胸郭が固く、筋弛緩薬を使用すると換気が非常に困難である。
２） 開口障害のため、挿管困難である。
成長につれ、顎関節も固くなってくるため、挿管困難となることも少なくなく、また舌の肥大もあるため術野が見え

にくい。
３） 心疾患の合併
心疾患を有していることで、周術期の循環器系のトラブルが生じる可能性も高まる。
４） 気管狭窄の合併
気管軟骨に沈着し、気管軟骨の変形・狭窄を来す。気管粘膜や喉頭粘膜の腫脹・浮腫が認められるため、術前から喘

鳴も著しいことがある。気管内挿管困難であったり、年齢に合わないほど細いサイズのチューブしか挿入できないこと
もあり、術中閉塞の危険、抜管困難などが生じる。特にムコ多糖症の中でもⅠ、Ⅱ型およびⅥ、Ⅶ型では気道の狭窄が
著しいが、Ⅲ型ではあまり強い症状はみられないことが明らかになっている。

おわりに
ムコ多糖症では中耳炎や鼻閉を訴えて地域のクリニックに最初受診することが多い。おかしいと思った時にすぐに検

査につながれば、ほとんど代謝物の蓄積がなく、症状進行を防ぐことが可能になる。もちろん病気の初期はほとんど症
状がないため、特徴的な顔貌も軽度であり、診断につなげるのは難しいであろう。しかし、耳鼻咽喉科医が少しでもそ
の意識をもって診療にあたり、疑ってくれることで診断につながることが期待されている。ぜひこのセミナー修了後、
再度先生方の外来通院中の小児の顔を思い浮かべていただければ幸いです。
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ランチョンセミナー⑽ 頭頸部癌における薬物療法 Update

分子標的薬 Cetuximab（アービタックスⓇ）をいかに使いこなすか？

田原 信
独立行政法人 国立がん研究センター東病院 頭頸部内科

頭頸部は多臓器の集合体であり、複雑な解剖学的特徴を有し、発声・嚥下・咀嚼などの重要な機能を担っている。そ
のため、頭頸部にがんが生じることによりこれらの機能が障害されやすい。また実施される治療によってもこれらの機
能が障害されることもある。そのため、機能温存を重視して非外科的治療を希望する患者も増加している。このため、
治療方針を決定する上では、１）PS、臓器機能などの全身状態、２）組織型、３）原発部位、４）病期、５）機能温存希望
の有無、６）治療に対する理解度（認知症など）などを総合的に考慮に入れる必要がある。
頭頸部がん診療においてもさまざまな科学的根拠（エビデンス）が蓄積されている。正確な病期診断は、治療方針を

決定する上で重要である。画像診断のみならず視診による腫瘍の部位、浸潤度、触診による頸動脈への浸潤なども加味
される。治療に伴う機能障害のリスク、放射線療法の適応、薬物療法適応などを考慮して治療方針を決定する必要があ
るが、単科での判断は困難である。
各個人の各治療によって予測される効果と副作用（メリット・デメリット）は、各専門分野の職種の意見が治療方針

を検討する上で大きな助けとなる。しかし、これらを上記のような状況に応じて適切に取捨選択し、かつ最適のタイミ
ングに応用することは容易ではない。したがって、さまざまな職種が持続的に連携し、相互補完的かつ巨視的な対応を
行うことが必要である。仮に限られた職種により治療方針などの重要な決定が行われた場合、偏った治療方法のみが選
択される懸念がある。また、多方面から吟味すれば回避し得た副作用なども察知されない可能性が高くなる。したがっ
て、実際には関係する職種が集会（腫瘍ボード：Tumor board、キャンサーボード：Cancer board）して問題点を共有
し、最も推奨できると考えられる方針を選択することが望ましい。
上皮成長因子受容体（epidermal growth factor ; EGFR）に特異的に結合する IgG1キメラ抗体である cetuximab（ア

ービタックスⓇ）が、局所進行頭頸部扁平上皮癌の局所制御、生存への上乗せ効果、さらに遠隔転移再発頭頸部扁平上
皮癌に対する生存への上乗せ効果を示した。この結果から、２０１２年１２月２１日ようやくわが国でも頭頸部がんに対する
cetuximab（アービタックスⓇ）の追加承認が得られた。既に２年経過したが、未だどのような患者に適応があるのか、
どのようなレジメンとの併用が適切かを悩むことがある。よって、cetuximabの適応も腫瘍ボードで検討すべきであ
る。

Cetuximabには従来の抗がん剤とは異なる毒性（皮疹、infusion reactionなど）が認められ、十分な管理ができず中
止になることもある。分子標的薬の毒性管理もすべて一人で行うには限界がある。看護師、薬剤師含めたチーム医療
で、細やかな管理をすることが、治療継続の秘訣と思われる。集学的治療チーム（Multidisciplinary team）として診療
にあたることで、より状況に即した治療が提供され、生命予後の改善も見込めるとする報告もある１）２）。新たな治療選択
肢である分子標的薬を使いこなすには、集学的治療チームをまず構築することから始めることをお勧めする。

文献
１）Friedland PL, Bozic B, Dewar J, Kuan R, Meyer C, Phillips M : Impact of multidisciplinary team management in

head and neck cancer patients. British journal of cancer 2011 ; 104 : 1246―1248.
２）Brunner M, Gore SM, Read RL, et al : Head and neck multidisciplinary team meetings : Effect on patient manage-

ment. Head & neck 2014.
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ランチョンセミナー⑾ 脳はウソをつかない
―脳波で判るあなたの真実―

満倉 靖恵
慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科

近年、アメリカのブレインイニシアチブに始まり、ヨーロッパ各国で人の脳に関する研究に１，０００憶以上の莫大な投
資が行われている。われわれは１７年前から脳波からその意味を検出する研究を行っており、現在では小型脳波計測器の
みで人の感性を取得できる装置を構築し、自動車会社、各種メーカをはじめ広範囲で使用され、用途も多様化されてい
る。マスコミ各社でも取り上げられ、昨年は５０回以上メディアにて紹介されている。次章以降に、これまで行ってきた
検討事項について一部を紹介する。

１． はじめに
本稿ではこれまでに簡易型脳波計測装置を用いて脳波から５つの感性を取得できるシステムを構築し、感性アナライ

ザとして既に実用化され、多くの研究機関や企業で使用されている（図１）。これらのうち本稿では、ストレスの見え
る化システムについてその考え方と定義方法を述べ、さらに医学部耳鼻咽喉科と共同で行っている耳鳴り音推定システ
ムについて簡単に紹介する。

図 1 われわれが構築した脳波による感性把握システム Ⓒ電通サイエンスジャム

⑴ ストレスの見える化システム
まず本稿の最初で「心の健康」に着目し、うつ病の最大の要因であると考えられるストレスを簡易脳波計測器により

検知し、目で見て知らせるシステムを提案する。現代社会では５年前にうつ病患者が１００万人を超え、現在も増え続け
ている。これらの原因の一つに、ストレスを長期的にため込むことが原因で引き起こされるうつ病も大きな割合を占め
ている。そもそも短期的なストレスはそれが適度ないい刺激になり得る場合の方が大きく、うつ病の原因となり得る場
合は長期的に緩やかに同じストレスをかけ続けた場合であるといわれている。しかしこのストレスに関しては自分で気
づく場合はまれであり、大抵の場合は気付かないうちにうつ病にかかり、訪れた病院で日々のストレスに気づくことが
少なくない。このようなことからストレスを事前に知ることは重要である。ストレスの前兆を自分で知ることができれ
ばうつ病を未然に防ぐことができる。そこで本稿では脳波を用いた個人差をキャリブレーションできるストレス検知シ
ステムを提案する。本研究はストレスを簡単に計測し、心の状態を常に知ることでうつ病患者を減らすことの助けとな
ると考える。
ところで、ストレスには性差があり、女性の方が男性よりも２倍ストレスを感じやすいことは知られている。これは

女性の体のバイオリズムが男性よりもセンシティブであり、およそ２８日の周期を以て毎日変化をし続けている。このた
め、同じストレスを与えても時期によってはかなりのダメージを受ける。女性にとってはこのバイオリズムも知ること
が重要である。通常はホルモンバランスを知ることでバイオリズムを検知できるが、ホルモン検査を毎日行うことは困
難である。そこで、われわれはこれまでにホルモンバランスが大きく左右される生理周期と脳波の関係から、脳波だけ
を用いてホルモンバランスと生理周期を推定する研究を行った。これらの知見を基に、提案するストレス検知システム
は性差を考慮したシステムとなっている。

⑵ 耳鳴りの音検出システム
本稿における２つ目の提案として、脳波を用いて耳鳴りの音の周波数を特定するシステムを構築する。耳鳴り患者の

数もうつ病患者と同様、１００万人を超えている。これらの軽減および治療は臨床現場で行われているが、耳鳴りの正確
な音が分かれば耳鳴りを軽減できる装置ができるといわれている。しかしながら、現段階では耳鳴りの「音」を本人以
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外が正確に知ることは困難である。耳鳴りを持つ患者は医師に「キーン」や「ジイジイ」という音が鳴る、と訴える。
しかしこれらの音を医師が知ることはできない。本稿ではこの音を脳波を用いて推定する方法を提案する。

２． 脳波信号解析
〈２・１〉女性のストレス検知のためのホルモンと脳波の関係取得
われわれはこれまでに２００５年から２００７年の２年を費やし、３０人の女性の脳波データをそれぞれ１カ月間毎日０．５時間

ずつ採取してきた。女性の身体の状態は一般に２８日周期で変化するといわれている。このため、１カ月間の脳波を分析
することで、同じ時間帯にどれだけ変化し、その周期がどうなっているか解析してきた。この結果から、生理周期が脳
波に大きく影響していることが明らかになった。脳波と生理周期の関係を解明したのはわれわれのグループが最初であ
る。特に注目すべき点として、周波数を限定し、月経前の３日間の昼間の脳波は 20Hzから 22Hzの脳波および 11Hz
と 14Hzが出る割合が高く、これは微弱な気の重さを感じている場合が多い。また反対に、月経が終った３日目から１０
日間の脳波は安定しており、全体的に 8Hzから 10Hzのいわゆるファストアルファ波を多く出している。この時はスト
レスを与えたとしても（※１）それをストレスと感じないことが分かった。

※１ ストレスを与える実験は、一般的に使用されるあずきを箸で１，０００個移動させる単純作業。
これらのストレス度についてはインタビュー形式のアンケートによる回答を真としている。
脳波は国際１０―２０法（図２）で定められた FP1箇所のみを取得する。またこれらを取得するための装置は独自に開発

したシステム（図３）を使用している。

図 2 国際１０―２０法（FP1箇所測定部位） 図 3 われわれが使用した簡易脳波計測装置の一部

〈２・２〉耳鳴り音推定
人間の脳波は、聞いている音を変化させるに伴い、脳波も変化する。ここに目を付け、人間の可聴範囲である 20Hz

から 20KHzまでの音声を聞いた際の脳波を記録し、パターンとすることで、聞こえた耳鳴り音がどのパターンと同じ
かというパターン認識の問題に帰着させる。音と脳波の関係は線形ではないと考えられるが、これまでに申請者らが取
り組んできた非線形相関問題などにも絡め、相関性を導き、音と脳波の相関方程式を確立する。

３． 脳を知る
〈３・１〉脳と信号処理
“脳を知り生かす”試みが多くの分野で行われている１）～４）。例えば、手を動かすと脳のどの部位が反応するか、指なら
どこの部位か、など体の器官と脳の部位の反応を理学的に調べて応用する分野５）や脳の疾患部分と器官との関係を医学
的に綿密に調べる分野、さらには脳の血中酸素濃度を調べる機器（NIRS）による動作の解析６）などがその一例である。
また、光トポによって学習プロセスの解明などを行っている研究もある。これらの解析にはそれぞれ必要なデータを取
得するための装置がある７）（表１）。表１から分かるように、脳波（EEG）はその性能やコストの面からも、手軽に使
え安価であることから、脳波を使った研究に注目が集まっている。しかしながら、通常これまでに使用されている脳波
計測装置は、ゲルやペーストを必要とする装置が多く、長時間使用すると被験者に大きな負担がかかることが問題とな
っていた。そこで、われわれは前頭葉で感情などの推定が可能であるといわれている部位８）FP1のみを取得できる新し
い装置を開発した（図３）。この装置はわれわれ独自のシステムであり、これまでに使われている装置（図４）と比べ、
ゲルやペーストを必要としない簡易なシステムになっているため、被験者の負担が低く、脳波を取得することに対する
抵抗も少なくなることからさまざまな応用が可能となった。また、図３に示すとおり、iPadを用いた脳波取得も可能
となっている。
また脳波の解析はノイズの混入やアーチファクトの問題も多く、その解析方法の確立が望まれている。しかし、脳波

を計測し、客観評価などを行おうとする研究では、それぞれ取得したい状況における脳波に混入するノイズは一定でな
いため、状況に応じたノイズ除去法が必要である。例えば、集中する際に得られる脳波に混入するノイズと音楽を聴い
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た際に得られる脳波に混入するノイズは全く種類が違う。
これらの問題点に着目し、ノイズを状況に応じて除去する方法を採用している。詳細は後述する。

表 1 脳を知る装置とその特徴

時間分解能 空間分解能 測定の手軽さ コスト 実用性

侵襲的脳波（ECoG） ◎ △ × × △

非侵襲的脳波（EEG） ◎ △ ◎ ◎ ○

血中酸素濃度（NIRS） ○ ○ ◎ × △

脳磁波（MEG） ◎ ○ △ × ×

陽電子（PET） △ ○ △ × ×

血流量（fMRI） ○ ◎ ○ × ×

図 4 従来の脳波計測装置

〈３・２〉ストレスの脳波解析
脳波を解析する際に、よく耳にするのがアルファ波、ベータ波といった周波数の帯域に付けられた名称である。これ

らはわれわれが脳の研究を始めた１４年前よりずっと昔より使われている名称で、それぞれの帯域は 0．4～4Hzがデルタ
波、5～6Hzがシータ波、7～8Hzがスローアルファ波、9～11Hzがミッドアルファ波、12～14Hzファストアルファ波
（7～14Hzをまとめてアルファ波と呼ぶこともある）、14～26Hzをベータ波と定められている。これらの周波数に変換
するためには、頭皮上から得られる電圧をマイクロボルトで取得し、得られた生データを周波数変換することで得られ
る。周波数に変換する際に、一般には FFTが用いられることが多いが、FFTを使用すると、時間分解能と周波数分解
能がトレードオフの関係にあり、測定したい状況によっては望ましくない場合も少なくない。本稿で提案している方法
は、状況に応じて周波数分解能を変更することも可能であり、さらにはウェーブレット変換やヒルベルト変換なども状
況に応じて自動で選択されるシステムとなっている。詳細は後述する。
ところで、前述したアルファ波、などの帯域は、例えばアルファ波が出ていると集中している、ベータ波が高いと落

着きがない、などと言及されている。しかしながらこれらの見解は残念ながら正しいとは言い難い。
そこでわれわれは帯域に注目するのではなく、単独周波数に着目し、その組み合わせで状態（ここでは興味度）を定

義している。これらの組み合わせは遺伝的アルゴリズムによって決定している。さらにパターン認識手法で興味度の程
度を推定している。パターン識別手法には例えばサポートベクタマシンや自己組織化マップなど多くの方法が用いられ
ているが、目的に合わせて最適な手法を選択している。この研究により、X1 Hzと X2 Hzの同時増加が人間の“嫌”
な状態、などに代表されるように、組み合わせ周波数でその状態を示すことができた。

４． 脳波解析手法
〈４・１〉脳波データの取得と周波数変換
頭皮上から得られる電圧［μV］を周波数に変換する際に、刺激を与える五感の種類によって周波数変換の方法を変

更している。たとえば、嗅覚情報を脳波で得たい場合には周波数変換はサンプリング周波数を大きく設定する。また、
視覚と聴覚を必要とする情報に対しては時間的な変動や瞬時周波数を取得したいことから、ヒルベルト変換を用いる。
また、聴覚情報を刺激とした脳波を得たい場合には、ウェーブレット変換を用いている。
〈４・２〉統計解析と外乱抑制
周波数に変換したデータは、過去のデータを基にキャリブレーションを行うために統計解析を行う。われわれの用い

た統計解析は、取得した脳波がいつでも随時更新されるようインクリメンタル主成分分析（Incremental Principal Compo-
nent Analysis : IPCA９））を用いている。IPCAを用いて瞬きや体の動きなどの外乱を抑制する。アイトラッキングを併
用し、瞬きを除去する対象もある（興味抽出など）。
〈４・３〉データ解析
対象とする状況下の脳波測定を行い、逐次データを蓄積する。さらに、過去のデータとのマッチングを行い、最初の
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１０秒で類似パターンを学習し、取得したい評価（ここではストレス度）に対する実験を行う。それぞれの実験内容はあ
らかじめ決められており、ストレスを取得したい場合には小豆移動実験（小豆を箸で皿から皿へ移動させる実験）、や
１００マス計算などを用いている。また、外乱除去はそれぞれ対象となる実験中は常に行っている。
〈４・４〉脳波の重要周波数決定
対象とする実験を行い、得られたデータをノイズ除去した脳波を、帯域に注目することなく、単独周波数に着目し、

その組み合わせで状態（ここではストレス）を定義している。これらの組み合わせは遺伝的アルゴリズムによって決定
している。
〈４・５〉パターン識別
〈４・３〉で得られたデータを用いて、さらにパターン認識手法で対象となる評価（ストレス、興味度、集中度、好
き、嫌いなど）の“程度”を推定している。パターン識別手法には例えばサポートベクタマシンや自己組織化マップな
ど多くの方法が用いられているが、目的に合わせて最適な手法を選択している。この研究により、少なくとも 11Hzと
16Hzの同時増加が人間の“嫌”な状態を示すことが明らかとなった。
上記の処理〈４・１〉―〈４・３〉および〈４・５〉はすべてオンラインで行っている。
以上の実験を基に、ストレスをオンラインで取得するアプリケーションを構築した（図５）。

図 5 ストレス検出アプリケーション

図 6 耳鳴り音推定の流れ

これはオンラインで常に状態を検知し、日々のライフログとして iPhoneなどのスマートフォンに蓄積することがで
きる。このため、長く続くストレスなども一目で知ることができることからバイオフィードバックへの活用が期待でき
る。

５． 耳鳴り脳波データの解析
耳鳴りとして聞こえている音は個人によって異なる。また患者として臨床現場に来た際には個人の表現で“ゴー”や
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“ジイジイ”などさまざまな表現があるが、実際の音は第３者には全く分からない。そこで、人間が知覚できる 20Hz～
20KHzの音を脳波で表現し、あらかじめ周波数ごとの脳波を取得しておき、データベースを作成する。これらのデー
タベースはこれまでの研究で約２０人分の１０回分（２００サンプル）の平均で“ある音に対する脳波”のマッチングを行う。
これらの一連の流れを図６に示す。

６． おわりに
本稿では性差に着目したストレスの見える化システム、および耳鳴り音推定システムを提案した。いつでもどこでも

簡単に装着し、測定できることを念頭にストレスと耳鳴りを抽出できることから、日々のライフログとして使用するこ
とができる。
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ランチョンセミナー⑿ 最新のアレルギー性鼻炎診療

マネージメントのコツと落とし穴

太田 伸男
山形市立病院済生館耳鼻いんこう科

はじめに
近年、アレルギー性鼻炎の有病率が上昇しているだけでなく、発症の低年齢化が指摘されている。国民の２５％以上が

スギ花粉症に罹患しており、特に若年層ではスギ花粉に対する抗体の保有率が５０％を超え、その半数は実際に花粉症の
症状を発症している。症状を抑制するためには生活指導による抗原回避が最も重要であるが、実際には薬物治療が中心
となっている。薬物抵抗性の症例に対しては外科的治療も適応となる。治療効果の評価には鼻症状や鼻所見だけでな
く、患者満足度や QOLの向上なども含めて総合的に考慮する必要性がある。アレルギー性鼻炎の低年齢化が進行して
おり、症状、重症度に応じた対応法の確立に患者自身も積極的に参加するように意識を高めていくことが重要である。

アレルギー性鼻炎の診断
アレルギー性鼻炎の診断をする上で、疾患の特徴を知ることが重要である。診断までの検査手順であるが、問診から

始まり、鼻や眼を視診して、鼻汁中の好酸球を調べる。原因抗原検索のため皮膚反応や特異的 IgE検査を行う。検査
にあたっては、費用や敏感度なども考慮する必要がある。近年、“local allergic rhinitis”という概念が提唱されている。
これは、血清中に抗原特異的な IgEは検出されないものの鼻汁中には好酸球が認められ、抗原誘発試験で陽性になる
タイプのアレルギー性鼻炎である。好酸球増多性鼻炎、血管運動性鼻炎などの鼻疾患を含めたアレルギー性鼻炎との鑑
別がより重要となる。これら疾患の特徴と診断のコツについて紹介したい。

小児アレルギー性鼻炎の診療
小児アレルギー性鼻炎も増加傾向で、その症状は、成人と異なってくしゃみ、鼻汁、鼻閉などの典型的な症状だけで

なく、いびき、口呼吸、はなすすりなど小児に特有な症状も多い。小児のアレルギー性鼻炎を的確に診断し、適切に治
療を行うことによって症状を抑制するだけでなく、日常生活のパフォーマンスを改善し、QOLを向上させることが可
能となる。本講演では、①小児のアレルギー性鼻炎の疫学と増加の原因、②診断と薬物や免疫療法を含めた治療戦略を
どう考えるか、③小児のアレルギー性鼻炎の予防と早期介入にはどのようなものがあるのか、④小児と成人のアレルギ
ー性鼻炎への対応の違いは何か、⑤小児のアレルギー性鼻炎とほかのアレルギー疾患との関連はどうなっているかなど
に関する最新の知見について紹介したい。

United Airway Diseaseとしてのアレルギー性鼻炎
上気道と下気道は咽喉頭を介して連続する airwayであり、精力的な研究によって近年、耳鼻咽喉科の代表的な鼻疾

患であるアレルギー性鼻炎が喘息の危険因子であることが明らかにされた。上気道の好酸球性炎症の治療を適切に行う
ことによって、喘息症状が有意に改善することが報告されて以来、喘息に対するアレルギー性鼻炎の治療の重要性が認
識されるようになっている。上気道の好酸球性炎症と喘息のいずれが早く発症しているかその順序を検討した結果、ア
レルギー性鼻炎が喘息より先に発症している例は、その逆に喘息がアレルギー性鼻炎より先に発症している例よりも多
いと報告されており、アレルギー性鼻炎に対する早期介入治療の必要性も提唱されている。一方、アレルギー性鼻炎が
喘息の病態に及ぼす具体的なメカニズムについては、アレルギー炎症による鼻腔の防御機能の破綻、微量後鼻漏の誤嚥
による下気道への刺激、鼻気管支反射の存在、ロイコトリエンなどのメディエーターの関与の可能性などが指摘されて
いる。また、One Airway One Diseaseの適切な管理は、小児においては小児科医と耳鼻科医、成人においては内科医
と耳鼻科医が連携し、その専門性を生かしながら協力して質の高い医療を提供することで可能となり、患者患児の症状
を軽減するだけでなく、学業や仕事を含めた日常生活の支障度を軽減し、QOLの向上を図ることができると考えられ
る。United Airway Diseaseとして上気道の好酸球性炎症であるアレルギー性鼻炎の下気道病変に及ぼす影響とこの観
点からのマネージメントの実際とその重要性についても概説する予定である。

アレルギー性鼻炎の外科的治療
アレルギー性鼻炎の治療方法については鼻アレルギー診療ガイドラインにて重症度に応じた選択基準が示されてい

る。近年の臨床上の問題点は、鼻アレルギー患者の重症化と若年発症であり、重症例に対しては第二世代抗ヒスタミン
薬、あるいは抗ロイコトリエン薬に鼻噴霧用ステロイド薬の併用療法が推奨されているが薬物療法だけでは効果が不十
分な症例を経験することも多い。そのような症例に対しては手術療法も治療選択肢の一つとなる。アレルギー性鼻炎に
対する手術としてはレーザーによる下鼻甲介粘膜蒸散術や Vidian神経切断術が広く行われてきた。しかし前者は治療
無効例や再燃、後者は dry eyeや頬部のしびれなどの課題も認める。このようなアレルギー性鼻炎重症例・難治例に対
し、粘膜下下甲介切除に加え翼口蓋神経節より末梢の遠心神経のみを切断する後鼻神経切断術を施行してきた。本治療
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法は涙腺分泌を障害せずに鼻汁分泌を減少させ、なおかつ下鼻甲介骨を除去することにより鼻閉も改善する非常に治療
効果の高い術式である。今回、後鼻神経切断術を施行した患者の背景・治療効果・副作用などを検討したので実際の術
式も供覧しながら報告する。
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アレルギー性鼻炎に対する最新の薬物療法と免疫療法

鈴木 元彦
名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

はじめに
アレルギー性鼻炎は国民の２０％以上が罹患しており、日常診療において重要な疾患の一つである。アレルギー性鼻炎

における３大症状といえばくしゃみ、水様性鼻汁、鼻閉であるが、ほかにも鼻のかゆみ、嗅覚障害、睡眠障害等多くの
症状を引き起こし、QOL（Quality of life）に大きく影響する。

アレルギー性鼻炎に対する治療法
アレルギー性鼻炎の治療は ①抗原回避、②薬物療法、③手術療法、④免疫療法に大別される。治療の基本は抗原の

回避であるが、実際の診療においては薬物療法が中心となる。

アレルギー性鼻炎に対する薬物療法
薬物療法の治療指針として重症度に応じた薬剤の選択が鼻アレルギー診療ガイドラインに示されているが、一般的に

は抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬や点鼻ステロイド等が中心となる。しかし、第１世代の抗ヒスタミン薬によっ
て注意力の減退、傾眠および認知機能の障害などの中枢抑制作用が発現することはよく知られている。また、第１世代
抗ヒスタミン薬が健康な睡眠を導かない可能性も最近報告されている。一方、第２世代の抗ヒスタミン薬は血液脳関門
を通過しにくいので、中枢神経系に対する副作用の可能性が低いとされている。
最近新しい薬として第２世代抗ヒスタミン薬と経口血管収縮薬の合剤（フェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエ

フェドリン配合錠、ディレグラ配合錠Ⓡ）が発売され注目されている。アレルギー性鼻炎における抗ヒスタミン薬の投
与は鼻汁、くしゃみ等の症状を抑えるが、鼻閉症状に対しては効果発現が遅く、効果も限定的であると考えられている。
フェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエフェドリン配合錠は鼻漏、くしゃみへの効果に加え、抗ヒスタミン薬単剤
では効果が期待しにくい鼻閉症状に対しても塩酸プソイドエフェドリンによる速効性が期待できる薬剤である。しか
し、添付文書に記載されているように、本薬剤による２週間以上の臨床効果を検討した報告はなく、その場合の有効
性・安全性についてはいまだ未知数である部分が多い。さらにスギ・ヒノキの花粉飛散シーズンにおいては、その飛散
量によっては２週間を超える処方が必要となる場合もあり、また通年性アレルギー性鼻炎についてはさらに長い期間の
投与が必要となることもある。そして実際、私も多くの耳鼻科開業医よりフェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエ
フェドリン配合錠の長期投与について質問されることが多い。そこで、私は通年性アレルギー性鼻炎患者を対象に、フ
ェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエフェドリン配合錠の２週間を超える処方による治療効果および副作用の有無
について調査した。実際には８週間フェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエフェドリン配合錠を投与したが、くし
ゃみ、鼻汁、鼻閉、重症度、嗅覚障害すべてにおいて有意に自覚症状を軽減させた。また、８週間投与中に重篤な副作
用は認めず、フェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエフェドリン配合錠を中止した症例は認めなかった。

アレルギー性鼻炎に対する手術療法
薬物療法に抵抗する症状に対して手術療法が適応となる。手術療法としてはレーザー凝固法、下鼻甲介手術、後鼻神

経切断術、鼻中隔矯正術等がある。

アレルギー性鼻炎に対する免疫療法
薬物療法や手術療法が対症療法であるのに対して、免疫療法は長期寛解を期待できるアレルギー性鼻炎に対する唯一

の根治療法である。免疫療法と言えば以前より皮下に抗原を投与する皮下免疫療法が行われてきたが、２０１４年よりスギ
花粉症患者を対象として舌下免疫療法（sublingualimmunotherapy ; SLIT）が行われるようになった。舌下免疫療法は、
皮下免疫療法よりもより安全な治療法であると考えられ期待されている。しかし、少数ではあるが全身性の副作用が発
生したという報告も散見され注意が必要である。
また、ダニによって生じるアレルギー疾患に対する免疫療法として、現在の臨床ではハウスダスト（HD）皮下免疫

療法が用いられている。しかし安全性や有効性を考えると、HD抗原でなくダニ抗原を用いた免疫療法の必要性が指摘
されてきた。そして早ければ２０１５年よりダニ抗原を用いた皮下免疫療法や舌下免疫療法が臨床診療において使えるよう
になる予定である。現在、日本アレルギー学会の「ダニアレルギーにおけるアレルゲン免疫療法の手引き作成委員会」
を中心にダニ免疫療法の指針をまとめているところであるが、ダニ皮下免疫療法はスギ免疫療法よりもアナフィラキシ
ーショック等の全身反応に注意する必要がある。しかし、適切に使用すれば非常に期待できる治療法である。

アレルギー性鼻炎に対する将来の免疫療法
皮下免疫療法、舌下免疫療法はともに有用な根治療法であるが、その効果は確実なものでなく、またアナフィラキシ

ーショック等の重篤な副作用が生じえる。以上より、確実な効果があり、アナフィラキシーショック等の重篤な副作用
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のない、より安全で効果の高い治療法の開発が医師サイド、患者サイド両方より期待されている。私はより安全で効果
の高い免疫療法を目指して以前よりペプチド療法、CpG療法、RNA干渉療法についての研究を行い、その有用性を報
告してきた。その中でも特に画期的な発見である RNA干渉は有用な治療手段と考えられ、注目されている。RNA干渉
は相補的な塩基配列をもつmRNAが分解される現象であるが、RNA干渉を発見した Anrew Fireと Craig Melloはこの
発見を称えられ２００６年ノーベル生理学・医学賞を受賞している。私はこの RNA干渉がアレルギー性鼻炎治療に応用で
きるのではないかと考え、研究してきた。そして私は、RNA干渉がアレルギー性鼻炎のみならずアレルギー疾患の治
療手段となり得ることを世界で初めて報告した（Suzuki M, et al. J Immunol 2008 ; 180 : 8461―8469.）（Suzuki M, et al.
Allergy 2009 ; 64 : 387―397.）。また、RNA干渉と樹状細胞を用いて抗原特異的にアレルギー性鼻炎を治療できること
にも成功し、報告した（Suzuki M, et al. J Allergy Clin Immunol 2010 ; 125 : 737―743.）。

おわりに
アレルギー性鼻炎は「国民病」とも呼ばれるほど多くの患者を悩ましている。さらに、アレルギー性鼻炎は QOLに

深く関与する疾患であり、その治療は重要である。以上より、耳鼻咽喉科医はアレルギー性鼻炎治療における専門家と
して、最新の治療法も含めて正しい治療法の知識を習得している必要がある。
本講演では薬物療法と免疫療法を中心にアレルギー性鼻炎の最新の治療法について講演する予定であるが、本講演が

少しでもアレルギー性鼻炎に対する実際の臨床に寄与できれば幸いである。
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ランチョンセミナー⒀ 耳鼻咽喉科領域における新しい画像診断技術

臨床経験からみた頭頸部領域 CBCTの有用性と課題について

小川 洋
福島県立医科大学 会津医療センター耳鼻咽喉科学講座

最近の全身型汎用 CTは多列検出器型 CT（multi detector CT : MDCT）マルチスライス CT（multi slice CT :
MSCT）が主流となり、検出器の数が４列、１６列、６４列、２５６列、３２０列と増加し、より高速に広範囲のデータ収集が可
能となっている。これら CTの進歩により等方性ボリュームデータ（isotropic volume data）が得られるようになり、
多断面再構築画像（multi planar reconstruction画像：MPR画像）あるいは、リフォーマット画像（reformat image）
と呼ばれる二次元画像、さらに三次元再構築画像（volume rendering画像：VR画像）における画質が著しく向上した。
このような全身型汎用 CTの研究開発がなされている中で円錐状に投影されるＸ線、いわゆるコーンビーム（Cone
Beam : CB）と二次元検出器であるフラットパネル（Flat Panel Detector : FPD）で構成される頭頸部用に限定した CT
が２００１年頃から歯科、頭頸部領域に臨床応用されている。この CBと FPDで構成される CTは CBCTと呼ばれるよう
になり、本邦において、耳鼻咽喉科クリニックでも導入が進んでいる。福島県立医科大学では２００６年にモリタ製作所製
の CBCT（当初は撮像範囲が直径 60mm高さ 60mmの円柱状の撮像範囲）が導入され、２００８年に一度の撮影で副鼻腔
全域をカバーできるモデルへアップグレードされた。筆者は２０１３年から会津医療センターに勤務しているが、会津医療
センターにも CBCTが導入されており、およそ９年間にわたって本装置を用いて側頭骨、鼻副鼻腔領域の画像診断を
行う機会に恵まれた。今回のランチョンセミナーでは今までの臨床経験から実際に臨床で得られた画像を示し、CBCT
による画像診断の現状と課題について解説する。

Ⅰ．CBCTの基本構造
われわれの使用している CBCTは対象を中心にＣ―アームで連結された CBを照射するエックス線源と FPDが対象物

を中心に回転し画像情報を収集する。エックス線源と検出器の体軸方向への移動が不要となるため、体軸方向の解像度
に優れた画像が得られ、撮影された画像データが等方性ボクセルデータとなる。現在臨床応用されている CBCTは限
定した関心領域の撮影を行うことにより高い空間分解能を有し、骨病変の描出に優れる低被曝線量Ｘ線画像診断装置と
いう位置づけを持つこととなった。

Ⅱ．CBCTの特徴
１． 高い空間分解能
医用画像の画質評価の指標の一つに分解能（resolution）があり、空間分解能（spatial resolution）、コントラスト分

解能（contrast resolution）、時間分解能（temporal resolution）の３つから構成されている。これら３つの分解能に関
して従来のMDCTと比較すると空間分解能に優れた特徴を持っている。空間分解能は、近接して存在する一定の大き
さの物体を識別する能力である。Ｘ線照射野を限定した CBCTはMDCTに比較して、より空間分解能の高い画像を得
ることができるようになった。小さな等方性ボクセルデータが得られることで、精度の高いMPR画像、VR画像を再
構築することが可能である。画像データは、基本画像としてディスプレイ上に三次元画像表示され、標準添付されてい
るソフトウエアで容易に三次元画像評価を行うことができる。VR画像も容易に作成することができるが、画像作成条
件で画像イメージが大きく変化してしまう。特に構造物が微細であればあるほど VR画像作成の条件設定で容易に形状
が変化するため、われわれは微細構造の評価はMPR画像とし、VR画像は参考画像としている。一方で VR画像は構造
物の三次元的な解剖の理解には有用性が高く、特に内視鏡下鼻内手術のシミュレーションとして利用している。この高
い空間分解能を持つ画像データは鼻副鼻腔領域のナビゲーション手術や 3Dプリンタ出力による立体モデル作成にも利
用することができる。
２． 低被曝線量
CBCTによる被曝線量はMDCTと比較した場合かなり低いとされる。一般的なMDCTにおいて両側上顎洞を同等の

撮影視野（field of view : FOV）で評価した場合、撮影する機種による違い、撮影プロトコールの違いなどによりばら
つきはあるものの、実効線量は 1～2mSv程度、一方 CBCTでは 0．2mSv程度という報告がある。しかしながら、CBCT
による撮影はMDCTによる撮影と比較するとかなりの低被曝線量で施行可能であるものの、同じ機種による撮影でも
FOV、撮影プロトコールにより被曝線量は変化し、広い FOVでより高解像度な画像を要求する撮影プロトコールにな
ると被曝線量は高くなることを認識する必要がある。被曝線量は得られる画像に大きな影響を与えるため、目的に応じ
た適切な撮影条件設定が必要である。低被曝線量である CT撮影装置ということから、経時的な変化を評価する必要が
ある場合、画像評価の必要性に関して患者に説明がしやすくなったと実感している。側頭骨において片方のみ撮影する
ことが可能であるため、中耳真珠腫などで術後の経過を評価する場合、術側のみ撮影し経過観察をしている。
３． 金属アーチファクトの影響を受けにくい画像
もともとの画像構成プロトコールから金属アーチファクトを受けにくい画像を得ることができる。歯科充填物などの
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影響を受けにくい画像が得られることで歯科、口腔外科での臨床での有用性が臨床応用された初期の段階から多数報告
されてきた。側頭骨領域では人工内耳の電極、骨固定型補聴器のインプラント（BAHA）の評価において有用性が示さ
れている。このメタルアーチファクトが受けにくい画像は会津医療センターにおける人工内耳症例、BAHA症例の画像
を供覧する。
４． 小さな設置面積
座位で撮影する装置であり、エックス線管と FPD間の距離が短いため従来の CT装置の設置面積に比較し、小さな

設置面積で本装置の設営が可能である。
５． 座位での撮影
座位で撮影するため意識障害がある患者や座位を保持できない患者の撮影には適さない。座位で１０数秒頭部が固定で

きないとモーションアーチファクトが生じ、評価困難な画像となってしまう。一方、座位で撮影する大きな利点として
耳管解放症の画像評価、副鼻腔炎患者における自然口の評価などが挙げられる。

Ⅲ．現時点における CBCTの課題
１． コントラスト分解能（contrast resolution）
通常の画像診断で問題となるのは低コントラスト分解能（low―contrast resolution）である。低コントラスト分解能

は物体をバックグランドから識別する能力であり、CBCTにおける低コントラスト分解能は、MDCTにおける低コン
トラスト分解能と比較すると改善はなされているものの劣っているのが現状である。低コントラスト分解能の改善が軟
部組織の評価の向上につながるが、まだ課題の多い領域である。造影剤の用いての撮影に関してわれわれは経験がない。
特に副鼻腔における広範に及ぶ占拠性病変の質的評価を行う場合 CBCT単独では不十分であると感じ、MRI撮影を行
い、両者の画像の検討により病態把握に努めている。乳突洞内における占拠性病変の評価に関しても必要に応じてMRI
撮影を行っている。MRIが撮影できない患者に対しては造影剤を用いたMDCTを施行している。
２． 時間分解能（temporal resolution）
短時間に変化する事象を識別する能力であり、心臓や肺といった短時間で動きを伴う対象の評価には時間分解能が高

いことが必要とされている。現在の CBCTでは最速の撮影時間でも１０秒を超える撮影時間を要する。空間分解能を向
上させるための撮影プロトコールを用いるとさらに撮影時間を要することになり時間分解能は、より低下する。良好な
画像を得るには対象物の固定が重要となり、撮影時、頭部は顎と額の部分でしっかりと固定する必要がある。
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移動型術中 cone beam CTで見える術中所見

坂本 達則
京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

コーンビーム CT（CBCT）は、耳鼻咽喉科領域の CT撮影装置として広く用いられるようになった。通常の CTとし
て用いられているファンビーム型の CTでは、Ｘ線を薄い扇形にして対象に照射し、１次元に配列したディテクターで
透過データを検出して平面データを再構成、これを積み上げて３次元データにする。そのためビームを形成するための
コリメーターや、軸方向への大きな移動装置が必要であった。CBCTでは１点から照射されたＸ線の透過像を平面検出
器（FPD）で検出する。大きなコリメーターは必要なく、Ｘ線の錐体の中に入るターゲットであれば１回転で撮影完了
できるので移動装置は位置合わせのものだけで良い。そのため、CBCTは装置が小さく、比較的安価である。１回スキ
ャンにすることで被曝線量も低減できる。また FPDの撮影素子の密度が高いので、空間解像度も非常に高い。金属ア
ーチファクトの影響も受けにくい。これらの特徴によって、撮影対象が比較的小さい耳鼻科領域では頻用されるように
なった。この CBCTを手術中に使用したいという考えは以前からあり、いくつかの実例も報告されているが、実際に
は撮影画像の質が不十分などの制限があった。
今回新たに開発した移動型術中 CBCTは、手術室で手軽に使用でき、なおかつ画像の質は妥協しない装置として仕

上がっている。従来型の CBCTは、患者を座位とし、縦の回転軸のまわりをアームが回旋する構造であった。術中に
臥位での撮影を行うために回転軸を横型にすると、重力でアームがたわみ、さらに回転に伴って歪む方向が変わるため、
画像には大きなぶれが生じる。これを解決するために強靱な支持構造を備え、アームに炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）を用いることで高い剛性と軽量化を両立させた。この結果、画像のぶれを抑制して満足行く画質を得ること
ができるようになり、同時に装置を移動させても再校正の必要がないという安定性も確保できた。また狭い手術室での
取り回しのために全方向の移動が可能なキャスターも備えた。撮影にかかる時間は１８秒と非常に高速で、画像再構成も
２分程度で完了する。画像データは PACS出力が可能で、即時に術中ナビゲーションに用いることができる。術中所見
をその場で可視化し、進行中の手術に活かすための環境が整ったといえる。この装置は救急外来・ICU・病棟での移動
困難な患者や小児例での使用、カデバダイセクションのような実習での使用も見込まれる。
今回は、耳鼻科領域での実際の臨床例を示し、その有用性について報告する。
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ランチョンセミナー⒁ 急性感音難聴の新しい治療戦略
神崎 晶
慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科

急性感音難聴の原因の多くは、突発性難聴、メニエール病、低音障害型感音難聴、急性音響性難聴、ウイルス性難聴
などの内耳障害であると考えられる。急性内耳障害は慢性内耳障害と比較すれば、ステロイドなどの治療薬が効果を奏
する場合はあるが、全体としてまだまだ治療効果は低く、内耳障害に対する治療法の開発は喫緊の課題である。
内耳障害による感音難聴に対する診断・治療の問題点として、①内耳自体が小さく、病変が生じても画像検査、血液

検査で異常を検出しにくいこと、②内耳の組織が生検などで採取できないこと、③致命的ではないため発症後にすぐに
病理標本が得られにくいこと、④内耳障害の多くが原因不明であり、病態モデルが少ないこと、などが従来考えられて
いた。しかしながら、これらの問題点は一部解決されつつある。①の問題点は、例えば、突発性難聴では３テスラ
MRIによって一部の例で内耳循環障害などが検出できるようになっている（Sugiuraら、Laryngoscope 2006）。われわ
れは、突発性難聴例に対して初診時に血液検査を行い、白血球（好中球）高値（Masuda M、Kanzaki Sら、Otol Neuro-
tol. 2012）、赤沈亢進、フィブリノゲン高値（Kanzaki Sら、PLoS one 2014）が聴力予後不良であることを報告した。
そもそも、突発性難聴の原因は不明であり、さまざまな病態が混在した疾患である。その混在した病態を血液検査によ
って分類が可能になるかもしれないことを示唆している。さらに、血液検査の上記項目が治療予後を推測するバイオマ
ーカーとして臨床的意義をもつのかどうか、病態にどのような影響を及ぼすのか、治療のターゲットになるかどうかに
ついては今後の課題であろう。また、上記②③④に掲げた「内耳の細胞や組織が採取できない」、「モデルが少ない」な
どの問題点は、内耳の細胞を iPS細胞から分化させてつくることにより、ヒト由来の内耳のさまざまな細胞を入手する
ことが可能になり、培養下で病態のある内耳の細胞を作成することが可能になるだろう。その結果として内耳障害に対
する創薬開発も今後は期待されるだろう。
急性内耳障害では、音響外傷、アミノグリコシド系抗生物質による内耳障害モデルの基礎研究から、活性酸素の発生

が障害に強く関与していることが報告されている。したがって上記以外のさまざまな内耳障害においても活性酸素が関
与すると考えられている。活性酸素を押さえる抗酸化物質が急性内耳障害に対して治療効果をもつことも示されている
（Yamashita Dら、Neuroscience. 2005）。ビタミンＡ、Ｃ、Ｅは抗酸化物質として音響外傷に対する予防効果も示され
ており（Le Prell CGら、Free Radic Biol Med. 2007）、臨床研究では加齢による難聴に対する予防効果も示されている
（Choi YH,ら Am J Clin Nutr. 2014）。急性内耳障害に対する効果はまだ不明である。
今後期待される薬物の１つとして、ガンマセクレターゼ阻害薬が挙げられる。本薬は有毛細胞再生誘導作用があり、

動物実験では、急性音響外傷モデルマウスに対して発症早期に内耳に局所投与することで、有毛細胞を再生させて聴力
を改善させることが可能であった（Mizutari K、Fujioka Mら、Neuron 2013）（Tonaら、BMC Neurosci 2014）。臨床
応用のためには薬物の安全性の検証が必要である。
最近、内耳への局所投与、いわゆるステロイド鼓室内投与の治療効果に関して相次いで報告されている。突発性難聴

における無作為比較試験では、ステロイド鼓室内投与はステロイド全身投与と比較して非劣性、すなわち、全身投与と
同等の効果があることがことを示された（Raush SDら、JAMA, 2011）。アメリカで提案された突発性難聴のガイドラ
インでは、ステロイド全身投与の無効例に対して、ステロイド鼓室内投与が考慮されるべきであると記載されている。
鼓室内投与をどのような症例に行うべきか、投与のタイミングなどについては検討の余地がある。ステロイドの全身投
与と鼓室内投与の併用療法が治療成績に相加効果をもたらすかは現在数件の報告があるものの、まだ結論が出ていな
い。その理由の一つとして、鼓室内投与、全身投与それぞれにおける内耳薬物動態が不明であることが挙げられる。わ
れわれは動物実験において鼓室内投与と全身投与の内耳における薬物動態が異なることを示しており、鼓室内投与の方
が薬物は内耳に早く到達し、全身投与の方が緩徐に到達することを示した（Kanzaki S、Fujioka Mら、PLoS one 2012）。
したがって鼓室内投与と全身投与の併用が内耳への薬物移行を最も高める方法と推測している。
鼓室内投与では正円窓膜上に薬物を投与することになるが、安全に正円窓膜上に投与することが重要であり、そのた

めに正円窓膜を明視下において内視鏡を使用して投与できる内視鏡を開発した（Kanzaki Sら Auris Nasus Larynx
2012）。細径内視鏡の解像度を可能な限り、上げていくことが今後の課題である。
鼓室内投与の薬物動態から鑑みて、頻回の鼓膜経由の薬剤投与が必要となる。したがって鼓膜せん孔のリスクが懸念

される。そこで内耳への徐放剤の付加により、投与回数を減じて効率の良い内耳への薬物導入が期待される。また、内
耳へのカテーテル留置による投与方法による長期薬物投与についてもすでに臨床試験が開始されている。
もし、急性内耳障害に対して急性期での治療効果が認められない場合では、人工内耳などの人工聴覚器も検討される。

ヨーロッパでは、急性感音難聴が治癒しなかった一側性高度感音難聴例に対して人工内耳が施行され、良好な治療成績
が残されている。今後、人工内耳の適応拡大の一つとして期待されている。さらに近未来的な観点では、遺伝子治療、
幹細胞を用いた再生医療による治療も期待される（神崎、日耳鼻 ２０１５）。現在、これらの治療法を用いることによ
り、動物実験ではあるが、Atoh1遺伝子導入による有毛細胞再生（Izumikawaら、Nat Med 2005）や、ES細胞から分
化させた神経細胞の投与によって聴覚機能再生が示されている（Chen Wら、Nature 2012）ことは、明るい話題であ
る。一方で、臨床応用を考えた場合にはいくつかの問題がある。内耳への投与の技術的問題、安全性などの問題などが
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残されており、これらの検証が必要である。さらに、急性内耳障害において、内耳障害部位の局在、障害の程度を把握
するための解析方法の開発も必要であろう。
以上、急性内耳障害に対して現在行われようとしている治療と今後期待される治療についてまとめる。
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ランチョンセミナー⒂ ここまで分かった睡眠のメカニズム
岡 靖哲
愛媛大学医学部附属病院 睡眠医療センター

睡眠は生命の維持に必須の生理機能であり、睡眠覚醒のメカニズムについてはさまざまな検討がなされてきた。１９５０
年代に REM（rapid eye movement）睡眠が発見されて以降、生理学的研究は急速に進み、その知見は現在の睡眠医学・
睡眠医療の基礎となっている。本邦においても、早石らのプロスタグランジン等の睡眠物質研究をはじめ、多くの先駆
的研究がなされている。特に、ナルコレプシー研究におけるオレキシンの発見は、近年の睡眠研究における最大のトピ
ックスであり、複数の日本人研究者の多大なる貢献の成果である。これら多くの研究により、睡眠と覚醒をめぐるメカ
ニズムが改めて注目されている。
睡眠覚醒調節は脳の重要な機構であり、睡眠と覚醒を維持する神経機構がそれぞれ切り替わることにより一日のリズ

ムを形成している。睡眠系は視索前野（preoptic area : POA）を主体とする睡眠中枢の GABA系により構成される。睡
眠物質の蓄積により睡眠圧を高めて睡眠を誘導する恒常性維持機構は睡眠系の働きである。一方、覚醒系は結節乳頭核
（tuberomammillary nucleus : TM）や外側視床下部（lateral hypothalamic area : LHA）を含み、モノアミン系、コリン
系ならびにオレキシンが主体となって構成される。睡眠系と覚醒系は相互を抑制する関係にあり、睡眠・覚醒それぞれ
の状態を維持するとともに、睡眠―覚醒相互の移行が速やかに行われる脳内メカニズムを有している。シーソーのバラ
ンスのような睡眠覚醒の移行は、フリップフロップモデルと呼ばれている。また、睡眠・覚醒の移行のタイミングを規
定しているメカニズムが体内時計系であり、視交叉上核（suprachiasmatic nucleus : SCN）がその中枢である。松果体
から分泌されるメラトニンは SCNの受容体に作用し、概日リズムの形成に寄与する。
こうした睡眠覚醒調節の研究により、不眠症治療も大きな変貌を遂げている。従来のベンゾジアゼピン・非ベンゾジ

アゼピン系薬剤はいずれも GABAA受容体の作動薬であり、主に睡眠系に作用する薬剤である。メラトニン受容体作動
薬であるラメルテオンは、本邦において開発された薬剤であり、体内時計系に作用する。最も新しく開発されたスボレ
キサントは、オレキシン受容体拮抗薬であり、覚醒系をブロックすることにより睡眠維持を強化する薬剤である。この
ように、それぞれのメカニズムに即した薬剤が臨床場面で使用できるようになったことで、不眠症治療も新たなステー
ジに入ったと言えるであろう。
そのほかの睡眠障害も、睡眠覚醒メカニズムに何らかの異常を生じているものであり、その病態や発症メカニズムは

多彩である。その代表的疾患である睡眠呼吸障害をみても、その背景にある睡眠覚醒異常の理解は、疾患のマネジメン
トにおいて重要な意味を持つ。例えば閉塞性呼吸イベントは睡眠系が機能している元での呼吸関連機構の問題であり、
また呼吸イベントの発生による脳の覚醒反応や自律神経反応は睡眠の維持に影響を与える。睡眠薬の睡眠呼吸障害への
影響も、それぞれの薬剤の作用機序の違いにより異なってくる。
睡眠呼吸障害の影響についても、心血管イベントや脳血管障害のリスク等、近年の研究により多くのことが明らかと

なっているが、特に小児期における睡眠呼吸障害の影響は、こうした身体面の影響にとどまらず、脳の発達過程におい
て時に不可逆的影響を及ぼすことから、より重要性が高いと言える。残念ながら睡眠障害診療においても、小児睡眠障
害への取り組みは未だ十分とはいえない。頻度の高い睡眠呼吸障害の早期治療の有効性のエビデンスを蓄積し、小児睡
眠呼吸障害の診断・治療戦略を確立するうえでも、睡眠覚醒機構の理解に根差した集学的検討が大きな成果を得ること
が期待されている。
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日本アレルギー学会依頼講演

アナフィラキシーガイドラインと対策

岡本 美孝
千葉大学耳鼻咽喉科

国際ガイドラインによればアナフィラキシーとは「アレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状
が惹起され、生命に危機を与え得る過敏反応」であり、アナフィラキシーショックは「アナフィラキシーに血圧低下や
意識障害を伴う場合」と定義されている。耳鼻咽喉科診療においても最近のアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法の
普及、頭頸部癌に対する分子標的薬の使用増加に伴い、頻度は少ないとはいえアナフィラキシーが生じた場合の適切な
対応がより強く求められてきている。
我が国にアナフィラキシーガイドライン（以下、ガイドライン）が存在しない状況を改善するために日本アレルギー

学会（以下、JSA）では Anaphylaxis対策特別委員会（以下、特別委員会）を２０１３年３月に立ち上げ、２０１１年に公開さ
れた世界アレルギー機構（World Allergy Organization : WAO）のガイドラインの全文の和訳後、WAOのガイドライ
ンを基に JSAとして日本の実情に合わせたガイドラインを作成することになった。定義と診断基準に関してはWAOガ
イドラインに準拠した。わが国ではアナフィラキシーに関する疫学データは乏しいが、人口動態統計から２００１年～１３年
のアナフィラキシーショックによる死亡者数について引用した。年による若干のバラツキはあるが、死亡者数は医薬品
を中心にやや増加傾向にある。ガイドラインでは発生機序はWAOガイドラインに準拠した４分類（IgEが関与する免
疫学的機序・IgEが関与しない免疫学的機序・非免疫学的機序、特発性）としたが、誘因に関してはわが国の実情をで
きるだけ反映するように努めた。誘因として重要なものは医薬品（抗菌薬、解熱鎮痛薬、抗腫瘍薬、局所麻酔薬、筋弛
緩薬、造影剤、輸血等、生物学的製剤、アレルゲン免疫療法）、手術関連、ラテックス、昆虫（ハチ等）、食物、食物依
存性運動誘発性アナフィラキシー、などが挙げられる。WAOガイドラインに準拠した初期対応の手順は、１．バイタ
ルサインの確認、２．助けを呼ぶ、３．アドレナリンの筋肉注射、４．患者を仰臥位にする、５．酸素投与、６．静脈ルー
トの確保、７．心肺蘇生、８．バイタル測定の項目より構成されている。ガイドラインにおいて医療従事者に最も強調し
たいことの一つは「アナフィラキシーの初期対応において用いる薬物としてアドレナリンの筋注が第一選択薬である」
というメッセージである。もう一つの重要なことは再発予防として退院時の対応・指導、誘因を確定し、誘因の回避お
よび免疫療法を行うことである。今後、アナフィラキシー症例の集積調査も進めていく計画である。耳鼻咽喉科医にと
っても有用なガイドラインと考えられ、診断、対応を中心に概説する。
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