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口　演

第２会場　　 第１群 （演題番号O-1〜O-6）
第３会場　第２群〜第６群（演題番号O-7〜O-35）
第４会場　第７群〜第11群（演題番号O-36〜O-64）
第５会場　第12群〜第16群（演題番号O-65〜O-94）
第６会場　第17群〜第21群（演題番号O-95〜O-122）
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O-1 BO症候群原因遺伝子SIX1 c.386A＞G変異に対するハプロタイプ解析

野口　佳裕 1,2、西尾　信哉 2,3、伊藤　　卓 4、宇佐美真一 2,3

1国際医療福祉大学　医学部　耳鼻咽喉科、2信州大学　医学部　人工聴覚器学、
3信州大学　医学部　耳鼻咽喉科、4東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
SIX1は胎生期の耳、腎などの発達を規制する遺伝子群の1つであり、BO症候群（BOS3）の原

因遺伝子である（Rufら、2004）。我々は、血縁関係がなく、前庭水管拡大症を随伴する日本人
BO症候群2例にヘテロ接合のSIX1変異（c.386A＞G、p.Tyr129Cys）を同定し、SIX1と前庭水管
拡大症との関連を報告した（Itoら、2006；Noguchiら、2011）。今回我々は、別の日本人家系に
同一のSIX1変異を同定した。難聴者の表現型と、c.386A＞Gのハプロタイプ解析結果について
報告する。
【症例と遺伝学的解析】

3世代の常染色体優性遺伝性難聴家系（図A）において、難聴者3例にSIX1のc.386A＞Gを同定
した。発端者（III：1）は16歳、男性であり、小学校1年の検診で難聴を指摘された。7歳時に近
医耳鼻咽喉科から信州大学耳鼻咽喉科を紹介受診した。めまいの自覚はなく、純音聴力検査で
は図Bのような両側軽度ー中等度感音難聴を認めた。左耳瘻孔を認めたが、側頸嚢胞、腎奇形は
認められなかった。また、CTにて前庭水管拡大症は認められなかった。発端者の母（53歳、女
性；II：4）は、20歳頃より難聴を自覚した。耳鳴を認めるが、めまいは無かった。両耳瘻孔を
認め、純音聴力検査では図Bのような両中等度感音難聴を示した。画像上、前庭水管拡大症は認
められなかった。発端者の祖父（I：3、87歳で死去）は、40歳頃より補聴器装用を開始した。
81歳時の聴力は、図Bのような両重度感音難聴を示した。
今回の3例と過去に我々が報告したc.386A＞G を有する2例にハプロタイプ解析を行ったが、

本変異はホットスポット変異と考えられた。
【考察とまとめ】

Rufらは難聴の4家系に位置的候補遺伝子解析を行いBO症候群の原因遺伝子としてSIX1を同定
したが、その中の1家系は過去に非症候群性遺伝性難聴（DFNA23）として報告されていた。今
回、発端者と母に耳瘻孔を認めたが、症候群性難聴としての所見に乏しく、非症候群性難聴と
診断される症例の中にSIX1変異が同定される可能性がある。c.386A＞Gは、Rufらによりアング
ロサクソン系オーストラリア人に同定されている。異なる人種に認められること、今回のハプ
ロタイプ解析から、本変異がホットスポット変異である可能性が示唆された。また、BOR/BO
症候群では同一家系内においても症状に多様性が認められるが、前庭水管拡大症の有無につい
ても同様と考えられた。



当科におけるGJB2遺伝子同胞症例

太田　陽子 1、西山　信宏 2、河口　幸江 1、白井　杏湖 1、塚原　清彰 1

1東京医科大学　耳鼻咽喉科学分野、2東京医科大学　茨城医療センター

近年遺伝子解析技術がめざましく進歩し難聴の原因遺伝子が多く同定され、GJB2遺伝子は日
本の先天性難聴の原因遺伝子の中で最も多い遺伝子であることが分かっている。GJB2遺伝子は
コネキシン26というGap結合蛋白をコードしている遺伝子であり、内耳のK+イオン維持の役割
を果たしている。ほとんどは常染色体劣性遺伝形式を取るため、同胞２人ともにGJB2遺伝子に
よる難聴が発現する確率は1/4×1/4の1/16となる。当科では難聴の原因としてGJB2遺伝子が発
現している同胞5家系10症例を経験したためここに報告する。遺伝子型はR143W homoが1家
系、R143W T86R heteroが1家系、235delC homoが3家系であった。4家系8症例は重度難聴にて
人工内耳手術を施行しており、1家系2症例は中等度難聴にて補聴器装用のみであった。難聴の
発見が遅かった症例と当初は難聴が軽度だった症例を除いた8症例では半年頃までに補聴器装用
を開始しているが、親御さんの経験から上の子よりも下の子の方が難聴の発見が早いため補聴
器の導入も早い傾向にあった。人工内耳手術年齢は1.4歳〜6歳までとばらつきがあった。人工内
耳の聴取能が得られた3家系6症例においては、全症例が術後3年後には単語では80％以上、文で
は70％以上を獲得していた。また、術後5年後には単語・文ともに80％以上を獲得しており、従
来のGJB2遺伝子の報告と同様に遺伝子型にかかわらず聴取能は良好であった。GJB2遺伝子は一
般的には進行や変動はしないとされているものの、同胞の一方に難聴の進行がみられ聴力の経
過が同胞で異なる家系が2家系あった。経過は異なるものの、2家系とも最終的には同程度の聴
力となっていた。全く同じ遺伝子型であっても、家系によって聴力の程度が異なっており、最
終聴力は遺伝子以外の要因が関係していることが推測された。
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Waardenburg症候群日本人患者の遺伝子変異と臨床症状について

出浦美智恵、西尾　信哉、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

難聴を呈する症候群は400以上存在するといわれているが、その中で頻度の高いものにBO
（R）症候群、Waardenburg症候群等が挙げられる。Waardenburg症候群は先天性感音難聴と神
経堤細胞由来のメラノサイトの異常により虹彩、毛髪、皮膚の色素異常、および内眼角乖離を
呈する聴覚色素異常症である。出生約20000〜40000人に1人の頻度といわれており、臨床的に1
〜4型に分類される。1型と2型は内眼角乖離の有無により区別され、3型は1型＋上肢の関節や筋
肉の異常、4型は2型＋Hirschsprung病を呈する。原因遺伝子は、1型と3型はPAX3、2型は
MITF、SOX10、SNAI2、4型はEDNRB、EDN3、SOX10である。基本的には常染色体優性遺伝
形式をとるが、2型のSNAI2、4型のEDNRB、EDN3の一部は常染色体劣性遺伝である。また、
各遺伝子の変異による臨床症状は同一遺伝子、同一家系内でも変化に富むことが知られてい
る。
本研究では日本人Waardenburg症候群患者の遺伝子変異の種類と頻度を明らかにするととも

に、その臨床像を明らかにすることを目的に臨床的にWaardenburg症候群（疑い）と診断され
た17家系26症例を対象に既知の原因遺伝子の網羅的解析を行った。その結果、PAX3変異3家系
5症例、MITF変異4家系9 症例、SOX10変異4家系4症例、EDNRB変異1家系2症例が見いださ
れた。PAX3変異症例では難聴80%、虹彩異色80%、内眼角乖離40%であった。MITF変異症例
では難聴100%、虹彩異色67%、内眼角乖離11%、SOX10変異症例では難聴100%、虹彩異色
100%、内眼角乖離0%、EDNRB変異症例では難聴100%、虹彩異色100%、内眼角乖離0%であっ
た。全症例の中では難聴の頻度が最も高く（95%）、難聴の程度は正常聴力〜重度まで様々であ
った。また一側性難聴もMITF変異2症例、EDNRB変異1症例で認められた。
興味深いこととして、genotypeとphenotypeの相関に関して、過去に報告のある臨床型と遺

伝子型の組み合わせに合致しない症例が2家系存在した。
今後さらに多くの症例について検討することが必要と思われた。
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PTPN11遺伝子変異が検出された難聴児の検討

仲野　敦子 1、有本友季子 1、松永　達雄 2、務台　英樹 2、奈良　清光 2

1千葉県こども病院　耳鼻咽喉科、2国立病院機構東京医療センター  感覚器センター

【はじめに】
先天性難聴の半数以上は遺伝子変異によるものであり、そのうち30％症候群性、70％が非症

候群性群難聴である。現在までに145以上の非症候群性難聴遺伝子が同定され、また400以上の
症候群で難聴を合併することが報告されている。
現在、難聴遺伝子解析は保険診療で実施されているが、既知の難聴遺伝子に対する次世代シ

ークエンサーによる難聴遺伝子解析や次世代シークエンサーによるヒト全遺伝子の全体あるい
はその一部の解析と難聴原因遺伝子の決定が行われるようになっている。その結果、原因不明
の非症候群性難聴と考えられていた症例の中に症候群性難聴の原因遺伝子変異が発見されたと
の報告がみられるようになった。今回、原因不明の非症候群性難聴と考えていた症例からNoo-
nan症候群やLEOPARD症候群等の原因遺伝子変異であるPTPN11遺伝子変異が同定されたので
報告する。
【症例】
初診時生後2か月女児。新生児聴覚スクリーニング検査（NHS）で両側要再検のため当院を受
診し、ABR検査ではV波閾値は右90、左105dBnHLであり、ASSR検査でも両側80-90dBの結果
であった。両側高度難聴として、生後4か月から補聴器装用を開始し、同時に難聴児通園施設で
の療育を開始した。CT検査では内耳奇形は認められず、乾燥臍帯によるCMV検査も陰性であっ
た。難聴遺伝子解析では当初遺伝子変異は検出されず、原因不明の難聴として、経過観察を行
っていた。1歳頃には発語が見られていたがその後の言語発達は不良であった。2歳5か月に実施
した新版K式発達検査では認知・適応、言語・社会ともに遅れが見られ、全体として軽度の精神
発達の遅れが認められるとの結果であった。聴力検査時には、補聴器を絶対外さないなどの強
いこだわりも見られ、正確な聴力評価ができない状態が持続しているが、明らかな難聴の進行
は認めていない。3歳頃からは、発達支援センターでの療育も開始となった。
今回次世代シークエンサーによる検査により、PTPN11にNoonan症候群として報告のある既

知の遺伝子変異が確認された。遺伝科での診察でも、Noonan症候群やLEOPARD症候群として
の特徴的な所見は認められず、心臓超音波検査でも異常は認められなかった。難聴以外に、や
や低身長であることと軽度の発達遅滞があることから、Noonan症候群のバリエーションである
可能性も考慮しつつ経過観察を行うこととなった。
【考察】

PTPN11遺伝子は、Noonan症候群やLEOPARD症候群等の原因遺伝子として報告されてい
る。Noonan症候群は特徴的な外表奇形、低身長、先天性心疾患、発達遅滞等を有する症候群で
あり臨床的に診断される。難聴を合併する例も報告されている。細胞内シグナル伝達経路であ
るRAS/MAPKの構成分子の遺伝子異常が原因であり、約50％はPTPN11遺伝子変異で、その他
SOS1変異、RAF-1遺伝子変異等が原因となっている。LEOPARD症候群もRAS/MAPKの構成
分子の遺伝子異常が原因でありmultiple lentigines、electrocardiographic conduction abnormali-
ties、ocular hypertelorism、pulmonary stenosis、abnormal genitalia、retardation of growth、
sensorineural deafnessの頭文字を並べて命名された症候群であるが、すべての症状が必ずしも
合併するわけではなく、症例によりバリエーションも高い。PTPN11遺伝子変異を有する例が
80％程度と言われている。
本症例はNHSで発見され早期に補聴器装用および療育を開始した症例であり、当初は非症候

群性難聴と考えていたが、経過観察中に発達遅滞ん合併が疑われていた。遺伝子検査の結果か
ら、Noonan症候群のバリエーションと診断することも可能ではあるが、臨床的には特徴的な顔
貌は見られず診断基準に一致しない。心疾患やPTPN11遺伝子変異例に報告される固形腫瘍の発
症なども併せて経過観察することは必要であり、意義のあることと考えるが、「Noonan症候群
が原因の難聴である」との同定はできないと考えるし、すべきでもないと考える。今後発現す
る可能性のある症状も併せて当科と遺伝科で経過観察を行う予定である。
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EYA4遺伝子変異による遺伝性感音難聴の１家系

阿部　聡子 1、三澤　　建 1、武田　英彦 1、西尾　信哉 2、宇佐美真一 2

1虎の門病院　耳鼻咽喉科　聴覚センター、2信州大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】常染色体優性遺伝形式を示す非症候群性感音難聴の原因遺伝子は、これまで36遺伝
子が登録されている（2017年6月現在、The Hereditary Hearing loss Homepage参照）。その一
つであるDFNA10（OMIM: 601316）の原因遺伝子EYA4（eyes absent homolog 4）遺伝子は、
転写因子に関わるタンパクをコードし、内耳形成および蝸牛の機能維持に重要な役割を果たし
ている事が知られている。これまでに、アメリカ、ベルギー、ノルウエー、オーストラリア、
スエーデン、中国、韓国などから、13種類のEYA4変異が報告されている。拡大型心筋症を伴う
家系として最初報告されたが、心筋症を伴わない症例がほとんどであることも明らかになって
きた。今回我々は、次世代シークエンサーを用いた網羅的な遺伝子解析の手法を用い、EYA4遺
伝子変異を同定した１家系を報告する。
【症例】４１歳　男性
【現病歴】２５歳頃、職場検診で難聴を指摘された。難聴が徐々に進行し、３６歳より補聴器装
用開始した。４０歳、大工仕事の音を聞いた後、聴力悪化。４１歳、花火を見た後から耳鳴増
悪。ステロイド含むあらゆる投薬治療を受けたが効果は無かった。他院を受診し難聴の遺伝学
的検査を受けるも原因遺伝子は判明しなかったため、難聴の原因検索目的に受診した。
【家族歴】母方祖母、母親、妹に難聴あり。
【既往歴】２２歳頃より毎年職場検診で心電図異常の指摘を受けている。他に随伴する症状は無
い。
【純音聴力検査の経過】初診時、高音域が比較的保たれた両側中等度感音難聴であった。皿型に
近い聴力像（いわゆるcookie-bite audiogram）を示していたが、徐々に悪化し平坦型へ移行して
いる。
【遺伝学的検査】インベーダー法を用いた一次スクリーニング（保険診療）では、難聴原因遺伝
子13遺伝子変異46種類に関する検査では変異を認めなかった。二次スクリーニング(次世代シー
クエンサーによる63遺伝子の解析)を行ったところ、EYA4遺伝子 exon13、c.C1177T:p.Q393X変
異がヘテロ接合体で検出された。家系解析は同意得られず施行しなかった。i）正常聴力コント
ロール群ではこの変異は検出されず、ii）アミノ酸配列が種を超えて保存され、iii）ナンセンス
変異である、iv）韓国でも同じ変異が優性遺伝難聴家系に報告されている事から、Q393X変異は
病的変異であると診断した。
【心機能検査】循環器内科へコンサルトし、心電図では異常Q波を認め、心エコー検査では左心
室拡大所見は無く僧坊弁逆流が軽度に観察された。いずれも心機能へ影響するレベルではない
と評価を受け、現時点では拡張型心筋症には該当せず経過観察となった。
【考察】難聴は遺伝的異質性が非常に高く、発端者のみでは原因遺伝子へアプローチする事は従
来では困難であったが、今回の症例のように網羅的解析で原因遺伝子を特定する事が可能とな
ってきた。遺伝学的検査で同定された結果に基づいて、適切なカウンセリングを行い、無症候
性心臓疾患であったと判明した事は患者の健康管理に非常に有用であると考えられる。
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難聴を伴う骨形成不全症一型の症例における
COL1A1遺伝子検査による確定診断

川崎　泰士 1、平賀　良彦 1、和佐野浩一郎 2,3、務台　英樹 2、松永　達雄 2、小川　　郁 3

1静岡赤十字病院　耳鼻咽喉科、2国立病院機構東京医療センター感覚器センター
3慶応義塾大学医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】　骨形成不全症は約15000人当たり1人発症する疾患で、主に一型コラーゲンをコー
ドするCOL１A１、COLA2遺伝子の変異が原因である。これらの遺伝子変異では臨床分類で一
〜四型に分類され、一型の遺伝形式は常染色体優性遺伝である。臨床的に難聴を伴う場合、蝸
牛・前庭周囲の骨吸収、アブミ骨底板の固着、アブミ骨脚の壊死により、耳硬化症に類似した
進行性の混合難聴を呈する。伝音難聴の聴力改善にはアブミ骨手術、感音難聴の聴力改善には
人工内耳手術が有効な場合がある。今回我々は難聴を伴う骨形成不全症一型の症例で、遺伝学
的検査で原因同定、確定診断し、その臨床像について検討したので報告する。
【症例】　発端者は56歳女性。40歳頃より難聴を自覚、その後進行したため当科を受診。初診時
すでに両側補聴器を装用しており、右76.3dB 左91.3dB（四分法）の混合難聴を認めた。側頭
骨CT所見では両側前庭窓周囲、蝸牛周囲に脱灰像を認めた（Rotteveelらの分類　Grade2A）。
またアブミ骨筋反射では両側とも陰性。語音明瞭度検査では最高明瞭度は右90％、左60％であ
った。その他身体所見として両側青色強膜を認めた。また、手首骨折歴があった。これらの臨
床情報からと難聴を伴う骨形成不全症一型と診断、初診から11か月後に左アブミ骨手術を施行
した結果、耳科学会の聴力判定基準で成功にはならないが悪化は認めなかった。現在、徐々に
感音難聴の進行もしており人工内耳の手術も視野に入れて経過観察中である。　発端者の長女
が複数回の骨折歴および両側青色強膜を認め、聴力検査では右21.3dB 左15.0dBで右低音部の
軽度難聴を認めた。　遺伝学的検査で、発端者および長女にヘテロ接合性のナンセンス変異を
生じる変異を認めた。本研究は国立病院機構東京医療センターおよび静岡赤十字病院の倫理委
員会の承認の上で、十分な説明と同意を得て行われた。
【考察】　骨形成不全症は重症例においては高確率に周産期死亡に至る一方、軽症例においては
ほとんど問題なく日常生活を送ることができるため本症例のように難聴の進行を契機に診断さ
れる症例も少なくないように、非常に幅広い表現型が存在する。そのため骨病変の重症度と変
異の部位の遺伝子型・表現型相関（genotype-phenotype correlation）は検討・報告されている
が、聴力との相関に関しては十分な検討はなされていない。聴力に関する遺伝子型・表現型相
関を明らかにすることで、伝音難聴が高度だが感音難聴が軽度で留まるタイプにはアブミ骨手
術を、感音難聴が高度になるタイプには人工内耳を、と手術方法の選択の参考にできる可能性
がある。本報告では難聴を伴う骨形成不全症一型で遺伝子型の報告を同定し、確定診断でき
た。これまで本遺伝子変異の報告は日本、アジアでは少なく、欧米からの報告が大部分であっ
た。Gene Reviewsによればハプロ不全であれば一型、Dominat negativeであれば二－四型とさ
れる。つまり、遺伝子検査で一型とそれ以外の区別を早期からある程度予測できるので、将来
の診療計画に役立つ。今後の遺伝学的情報と臨床情報の蓄積により、さらに詳細な遺伝子型と
臨床像の関係が判明する可能性がある。その場合は、より正確な診療計画が可能となる。一
方、本疾患の遺伝子検査においては、倫理的な側面に最大限の注意が必要である。このため、
患者とその家族に対する遺伝子診断のメリットとデメリットを十分に話し合った上で、検査適
応を判断することが必須である。
【結語】　難聴を伴う骨形成不全症の1家系に対し遺伝学的検討を行い、確定診断が可能であ
り、今後の診療を計画する上で有用な情報が得られた。
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言語習得前失聴小児における人工内耳セカンドインプラントの
年齢と効果についての検討

奥田　　匠 1、中島　崇博 1、高木　　実 2、花牟禮　豊 2、東野　哲也 1

1宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2鹿児島市立病院　耳鼻咽喉科

【目的】言語習得前失聴小児におけるセカンドインプラントの効果については、先耳との期間が
開く程に低下するということは判明しているが、実際にセカンドインプラントのみでの語音弁
別の効果が期待できなくなる具体的な年齢については明らかになっていない。今回我々は、当
施設での経験症例を検討し、対側手術が有効な限界年齢とその理由について考察した。
【方法】言語獲得臨界期前に一側人工内耳手術を受けて言語獲得途上にある高度難聴の小児で、
一般的に臨界期を経過したと考えられる6歳以降で対側の手術を行った8症例（表）について、
セカンドインプラントによる術後3ヵ月と1年の音場閾値検査ならびに語音聴力検査の結果を検
討した。音場閾値検査は日本聴覚医学会難聴対策委員会推奨（2014.7.1）の4分法（500＋1000＋
2000＋4000Hz/4）で評価し、語音弁別能は、知的発達の差を比較的受けにくい67式語音聴力検
査で評価した。対象症例は（１）全例臨床心理士による発達評価で問題がない、（２）難聴以外
の先天性合併症がなく、両側とも内耳奇形がない、（３）人工内耳全電極が抵抗なく挿入でき術
中NRTの反応良好、（４）マッピングにおいて全電極の使用が可能で、術後のハビリテーション
が問題なく継続できている、などの条件を満たす例とした。使用機種は先耳は全例コクレア社
製N24RE（CA）で、後耳は1例のみN24RE（CA）で他は同社製CI422であった。
尚、本研究は院内臨床研究審査 IRBの承認を受けて行った（2016年10月19日付承認）。

【結果】後耳の音場閾値検査では8例中6例で術後3ヵ月の時点で平均30ｄB程度となり、一年以降
と変わらない状態にまで改善した。一方、語音聴力検査では2歳6カ月で発症した両側ムンプス
聾の一例のみ術後一年で90％と好成績を示したが、他は0〜40％と不良であった。
【考察】一側の人工内耳によって両側の上オリーブ核以降の脳幹聴覚路ならびに脳梁交連繊維、
聴皮質や言語野は既に機能していることが想定されるが、セカンドインプラントでの音場閾値
検査の成績が良いにも関わらず語音聴取能が悪いという今回の結果は、らせん神経節細胞の機
能発達に臨界期が存在することを示唆するものと考える。
【結論】セカンドインプラントを単独で使用するためには手術時期を可及的早期に行うことが望
ましいと考えられた。
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内耳道狭窄症例の人工内耳手術成績

太田　有美 1、大崎　康宏 1、森鼻　哲生 1,2、佐藤　　崇 1、岡崎　鈴代 3、今井　貴夫 1、
土井　勝美 4、猪原　秀典 1

1大阪大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、2大阪医療センター、
3大阪市立総合医療センター、4近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科

＜はじめに＞
人工内耳の適応は徐々に拡大されており、内耳奇形を伴う症例も手術が行われるようになっ

ている。奇形の種類によっては良好な聴取成績が得られるが、内耳道狭窄例については一般的
には聴取成績が良くない。しかしながら聴覚活用できる症例もみられる。そこで、当科で内耳
道狭窄例に対して人工内耳手術を施行した症例について、その効果を検討した。
＜対象と方法＞

2006年から2016年までに当科で人工内耳手術を行い、経過観察している内耳道狭窄症例11例
を対象とした。手術時年齢は1歳4カ月〜10歳1カ月（中央値3歳4か月）、経過観察期間は1年2カ
月〜9年2カ月（中央値3年11か月）である。CHARGE症候群3例、Down症4例、精神発達遅滞
2例、ADHD1例と合併症を有している例が多い。またIP-I 4例（6耳）、IP-II 1例と内耳奇形も合
併している例もある。3例が両耳人工内耳装用となっている。人工内耳の機種はコクレア社6
例、メドエル社 5例、AB社 1例である。人工内耳手術の際、全例で術中電気テレメトリ
（NRT/ART/NRI）を測定しているが、内耳道狭窄例では電気テレメトリで反応が得られなかっ
た場合、可能な限りEABRも施行している。
＜結果＞
脳幹機能障害がある1例を除き、人工内耳の装用閾値は30〜40dBが得られている。非症候性難
聴のみの症例に比べてMAIS、MUSSの点数は伸びが悪い。術後12カ月の時点でMAISが5点に満
たない症例が2例あり、1例は脳幹機能障害がある例、もう1例は術前MRIで神経の描出が不明瞭
で、術中のNRT、EABRとも反応が得られなかった例である。7例は音声言語を理解でき、うち
5例では手話や指文字などの視覚情報も交えてではあるが音声での会話が可能である。K式発達
検査の認知・適応領域の指数は29〜107と幅があるが、遅れている例が多い。
＜考察＞
内耳道狭窄例について人工内耳装用効果の見込みは、MRIでの神経描出、補聴器装用効果が

あるかどうか、術中電気テレメトリ・EABRが参考となる。電気テレメトリとEABRのどちらか
で反応が得られれば、術後、装用効果もあるようである。
内耳道狭窄例は、発達遅滞を伴うような合併症をもつ例が多く、音声言語の発達という面で

は遅い。音声言語を理解し発することが出来る症例でも、コミュニケーションには視覚情報の
併用が必要である。音の弁別が出来る程度の症例もあるが、人工内耳を装用することで情緒の
安定がみられるなど、一定の効果は認められる。内耳道狭窄症例への人工内耳手術は、全般的
な発達も考慮し、限界も示した上で行うべきであろう。
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内耳奇形症例の人工内耳装用児の検討

河野　　淳 1,2、白井　杏湖 1,2、太田　陽子 1,2、塚原　清彰 1

1東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野、2東京医科大学病院　聴覚・人工内耳センター

先天性重度難聴にはしばしば内耳奇形を伴うことがある、手術の難しさや、術後の成績がし
ばしば問題となり、術前・術後のフォローに注意を要する。今回当科で経験した先天性重度難
聴児への人工内耳症例の内、画像検査にて奇形が疑われた症例について検討したので報告す
る。
対象：当科で1986年から2014年までに手術した小児症例327例263症例中の25症例（9.4％）で
ある。奇形の内訳は、Sennaroglu・Saatci（2002年）の分類に基づき、Incomplete partition type
I（IP―I）：３例、Incomplete partition type II（IP―II）（Mondini deformity）：９例、Cochlea
aplasia ：1例、半規管低形成 ：１例、内耳道狭窄 ：５例、前庭水管拡大症 ：６例であった。手
術月齢は初回手術平均39.9か月（18月-107か月、）であった。CI24M：５例、CR24R（CS）：３
例、CR24RE（CA）：２例、CR24RST：２例、CI422：5例、Clarion-S：２例、Pulser flex soft：
３例、Pulser flex 24：２例、C40+：1例であった。
結果：手術中のGusherがみられたのはIP-Iの２例で、前庭水管拡大症およびIP-Iでリンパ液の

漏出が多い症例がみられた。術後の反応では IP-IIでは３例を除いて術後３か月で50dB以下の装
用閾値が得られており、逆に内耳道狭窄例では、２例では術後数か月から１年ほどで反応がみ
られ現在30-35dBの装用閾値が得られているが、１例では同じく術後８か月経ち反応が見られた
が現在の閾値は60dBほどで、その他の２例はほぼ反応が見られていない。術後の聴取は、幼児
用単語の平均で IP-I：22.3％、IP-II:58.3％、前提水管拡大：66.4%であり、内耳道狭窄例では、閾
値が得られている３例でも5-10％である。半規管奇形の１例はDown症でもあることもあり、聴
取はほぼ０であるが、70dBほどの装用閾値が得られている。
考察：先天性重度難聴の原因の多くは遺伝子レベルとされているが、それとは別に画像に

て、特に内耳に奇形がある場合がしばしばみられる。すでにJackler 分類（1987年）を発展させ
たSennaroglu・Saatci（2002年）の分類が使用され、多くの報告がある。先天性重度難聴者への
人工内耳の有効性、聴取などについては、異論はないところであるが、画像にて奇形があると
しばしば十分な聴取が得られないことがある。今回の検討では、IP-IIや前提水管拡大症では良
好な聴取が得られており、一方、IP-Iや内耳道狭窄症においては必ずしも十分な聴取が得られて
なかった。
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術中イメージを使用した人工内耳電極挿入困難症例

安川　梨香、塚田　景大、茂木　英明、宇佐美真一
信州大学病院　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
人工内耳手術は、残存聴力例への適応拡大などに伴い、蝸牛に対してより低侵襲な手術手技

やデバイスが求められるようになった。柔らかくしなやかな電極もその一つである。しかし、
蝸牛の形態異常や骨化等が生じている場合、柔らかい電極では、挿入が困難になる可能性があ
る。また、術前の画像評価などでは推測しきれない場合もある。今回我々は、蝸牛窓周囲に線
維化を認めた2症例に対し、術中X線イメージを用いた人工内耳植込み術を経験したので報告す
る。
【症例】
症例1：67歳女性。61歳時に右突発性難聴に罹患し右重度難聴となった。65歳頃より左聴力も

進行性に増悪し、両側重度難聴となったため、左人工内耳植込み術（正円窓アプローチ）を施
行。その際、蝸牛窓周囲に肉芽形成があり、電極挿入の際に抵抗があった。術後の単純Xpでは
蝸牛に挿入されていると判断したが、術後にめまいと眼振が持続したため、CTを撮像したとこ
ろ、左前庭へと電極が挿入されており、再手術を行った。電極挿入部位から、さらに前方へと
蝸牛削開を進めると、蝸牛内にも肉芽組織を認めた。鼓室階を同定し、術中X線イメージで確認
しながら電極を再挿入した。
症例2：56歳男性。52歳時に細菌性髄膜炎に罹患し、その後、両側高度感音難聴となった。画
像上、明らかな蝸牛骨化は認めなかった。左人工内耳植込み術（正円窓アプローチ）を施行、
電極挿入の際に抵抗があった。このため蝸牛削開を前方へと進め、X線イメージ下で電極を挿入
した。
【考察】

2症例共に、術前の画像所見上は蝸牛内に骨化像や狭小化を示唆する所見を認めなかった。し
かし、術中では蝸牛内の線維化を認め、電極挿入が困難であった。蝸牛骨化や線維化を来たす
ような疾患の既往がある場合は、画像上明らかな所見を認めなくても、蝸牛内変化を来たして
いる可能性を考慮する必要がある。今回、術中X線イメージ透視下で挿入することで、リアルタ
イムで蝸牛への電極挿入を確認することができた。顕微鏡とイメージ機器の位置関係や、使用
している手術台で透視が可能かなど、事前に確認を行い、術中は顕微鏡と干渉することなく施
行できた。人工内耳の挿入困難あるいはそれが予想される場合には、電極挿入を確認する有用
な手法の一つであると思われた。

Otol Jpn 27 (4) :344 , 2017

O-10



当科における人工内耳埋込術の術後合併症に関する検討

真子　知美、松本　　希、小宗　徳孝、吉田　崇正
九州大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】人工内耳は高度感音難聴に対する聴覚人工臓器として1970年代に初めて臨床応用さ
れた。1980年頃より多チャンネル方式の人工内耳が本格的に臨床応用開始し、1994年には本邦
にて保険適用開始となった。術後合併症として、これまで人工内耳植込部の感染やインプラン
トの故障、顔面神経麻痺などが報告されているが、施設毎、集計時期毎に内容が微妙に異な
る。今回、当科で施行した人工内耳植込術の術後合併症について調査した。
【対象と方法】2008年4月から2017年3月までに九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科にて経験した
192耳を対象とし、後ろ向きに調査した。そのうち男性は48.4%、女性51.6%であった。年齢は1
歳0ヶ月から81歳であり、平均は19.7歳であった。対象を、1〜15歳（平均2.6歳、中央値2歳）と
16〜81歳（平均53.2歳、中央値57歳）の2群に分け検討した。重症合併症として髄膜炎、乳突洞
炎、入院期間延長または再入院を必要とした表層感染、器械取り出し、真珠腫形成、入れ替え
を必要とした機器故障を挙げ、軽・中等度合併症として皮膚感染、皮膚潰瘍、急性中耳炎、滲
出性中耳炎、めまい症状、耳鳴、味覚障害、髄液漏、顔面神経麻痺、発熱（37.5度以上）、眼瞼
浮腫、側頭部血腫、創部離開、電極露出とした上で、入院中及び術後外来カルテの記載をもと
にそれらを調査した。また、内耳奇形等の困難症例を抽出し、非困難症例と合併症の頻度を比
較した。
【結果】5％以上の頻度で発生する術後合併症は、頻度の高い順に発熱、めまい症状、眼瞼浮
腫、耳鳴と続き、それ以外は3%に満たなかった。術後発熱に関しては、0〜15歳までの群が16歳
以上の群に比べてより高い熱が出る傾向にあった。0〜15歳の群では術当日に熱型のピークがあ
るのに対し、16歳以上の群では術後1日目に発熱のピークを認める傾向にあった。ただし、どち
らの群でもほとんどが発熱は術後2日目までであり、その後は解熱傾向であった。術後4日目に
は全例発熱は認めなかった。また、困難症例と非困難症例では、発熱に関して有意差を認めな
かった。眼瞼浮腫の発生頻度は0〜15歳の群で14例（11.0%）、16歳以上の群で6例（9.2%）であ
り、2群間で有意な差は認めなかった。その他、術後4週以内に見られた早期術後合併症として
側頭部血腫が3耳に、一時的な顔面神経麻痺は2耳に見られた。術後4週以降に見られた晩期合併
症としては、人工内耳の入れ替えを必要とした症例が1耳、術後体内器感染による体内器摘出が
1耳に見られた。
【考察】当科での結果は過去に報告された術後合併症の発生頻度と大きな違いはなかった。当科
における人工内耳植込術後の合併症としては発熱が最多であるが、ほとんどが速やかに解熱し
ており、手術侵襲によるものが主と考えられた。一方、術後2日以降も遷延する発熱は感染を考
慮する必要があると考えられた。術後血腫の発生頻度は非常に低いが、術後側頭部の皮下腫脹
を血腫と誤認する場合が多くみられ、適切に判断する必要があると考えられた。当科では、他
報告で指摘されていない眼瞼浮腫が比較的高頻度で生じることが判明した。眼瞼浮腫は顔面神
経モニターの眼輪筋電極刺入部を中心に見られ、術後1, 2日目に生じ、創部圧迫解除により速や
かに消退した。追加の治療を要するものではないが、術前説明にて患者の理解を得ておく必要
があると考えられた。
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人工内耳術後の耳処置によって再手術に至った3例の臨床的検討

森　　安仁、武田　英彦、小林万里菜、三澤　　建、渡部　涼子、熊川　孝三
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】人工内耳埋込術は重度難聴者に対する確立した治療として本邦でも普及している。
近年では手術適応の拡大や手術症例の増加に伴い、耳鼻咽喉科医が日常診療において人工内耳
患者を診察することも少なくない。一方で、様々な術後合併症に遭遇する機会も増加し、再手
術例も多数の報告がある。再手術に至る原因としては電極故障、皮弁の感染・壊死や電極の損
傷、電極の逸脱、顔面神経刺激などが知られている。当科では1987年から2017年6月までに、術
後の耳処置に関連して再手術に至った3症例を経験したので、診療における留意点を含めて報告
する。
【症例1】81歳女性、幼少期から反復する両側中耳炎、内耳炎の既往があった。40歳頃より両側
感音難聴のため補聴器（HA）装用を開始した。57歳頃に標準純音聴力検査（PTA）で130dBに
て両側Scale outを認めた。65歳時に左慢性中耳炎に対し中耳根治術・脂肪充填術・外耳道閉鎖
術を施行し、3ヶ月後に左人工内耳埋込術（機器：Clarion S（Advanced Bionics Co. Ltd.））を
施行した。術後聴取能は良好であった。81歳時、当科受診時に左外耳道内の耳垢栓塞を認め
た。耳用鉗子を用いて耳垢を除去する際に突然聴取不能となった。側頭骨X線及びCT検査に
て、初回の中耳根治術において削除された外耳道後壁を経て電極が外耳道内へ突出し、その電
極が離断している所見を認めた。左人工内耳入替術（機器：HiRes 90K（Advanced Bionics Co.
Ltd.））を施行し、術後の聴取能が良好であることを確認した。
【症例2】79歳女性、61歳時より両側中耳炎、内耳炎を反復して両側進行性感音難聴をきたし、
63歳時に両側失聴となった。他院で右乳突洞炎に対し乳突削開術及び鼓室形成術0型を施行する
も聴力の改善を認めなかった。64歳時に当科で右人工内耳埋込術（機器：CI24M（Cochlear Co.
Ltd.））を外耳道拡大法にて施行し、外耳道後壁は骨片で再建した。術後聴取能は良好であっ
た。76歳時に右耳漏を認め、近医耳鼻咽喉科で耳処置を施行された際に突然聴取不能となり、
当科を受診した。外耳道内への電極の逸脱を認め、インプラントテストでも同様の所見が疑わ
れた。左人工内耳入替術（機器：CI24RST（Cochlear Co. Ltd.））を施行し、術後良好な聴取能
が得られた。
【症例3】76歳女性、49歳時より両側慢性中耳炎を発症した。慢性中耳炎及び鼓室硬化症に伴う
両側進行性感音難聴を認め、51歳時より右HA装用開始した。59歳時にPTAで130dBにて両側
Scale outを認めた。60歳時に左人工内耳埋込術（機器：CI24M（Cochlear Co. Ltd.））を外耳道
拡大法にて施行し、電極上を骨片及び側頭筋有茎弁で被覆した。術後は良好な聴取能が得られ
た。61歳時、当科受診時に左鼓膜上に耳垢付着を認め、耳垢除去中に耳垢と共に人工内耳電極
が一部抜去され、聴取不能となった。耳後法にて再手術とし、電極の先端が蝸牛開窓部を経て
蝸牛内に留置されたままであることを確認し、同電極は抜去せずに再度32電極全てを挿入し直
した。更に電極上を軟骨、骨片、側頭筋膜で被覆して再脱出を予防した。術後は良好な聴取能
が得られた。術後15年間経過を追跡し、電極の再脱出を認めていない。
【考察】今回の自験例はいずれも一期的、または二期的に中耳炎に対する手術操作を外耳道後壁
に行っていた。この事が電極の外耳道内への逸脱を招き、耳処置により電極の損傷や抜去を誘
発したと考えられる。また国内外において、中耳炎術後患者でなくても電極の外耳道内逸脱の
報告例が散見される。耳処置による合併症の予防策として、術中においては外耳道後壁を骨片
や軟骨で密に再建し、更に電極を骨片、骨パテ、骨ろうなどで固定し電極逸脱を予防する必要
がある。また術後の耳処置の際は、人工内耳手術に携わる医師が処置を行うこと、病歴や手術
所見を確認すること、耳垢栓塞などで電極逸脱を疑う際には安易に処置を行わず、X線検査や
CT検査を処置前に行うことなどに留意すべきである。
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当科で施行した人工中耳VSB症例と術後成績

高橋　優宏 1、岩崎　　聡 1、古舘佐起子 1、品川　　潤 1、野口　佳裕 2、
岡野　光博 1、加我　君孝 3

1国際医療福祉大学　三田病院　耳鼻咽喉科、2国際医療福祉大学 医学部 耳鼻咽喉科、
3国際医療福祉大学 言語聴覚センター

【はじめに】
人工中耳は蝸牛に機械的振動エネルギーを伝達することで聞き取る人工聴覚器で、最も広く

使用されている人工中耳がVibrant Soundbridge（以下VSBと略す）であり、振動子である
FMTを正円窓膜に留置し、蝸牛を直接振動刺激する方法（正円窓アプローチ）で良好な補聴効
果が得られることが報告された。2014年本邦で伝音・混合性難聴に対する正円窓アプローチ法
の臨床治験が終了し、2015年薬事承認、2016年保険収載された。今回保険収載後当科で実施し
たVSB手術４症例の術後成績について報告する。
【症例】
症例1：69歳、女性。20歳時両中耳手術施行、55歳他院にて右耳にBaha手術を施行されてい

る。その後徐々に骨導域値上昇がみられ、68歳時当科初診。右Baha（BP100）、左補聴器装用
中。右気導111dB骨導54dB。左気導105dB骨導48dBの混合性難聴を示していた。左補聴器適合
検査では音場語音明瞭度、FG、雑音不可語音明瞭度、質問紙が不適合であった。左耳にVSB手
術を後鼓室開放による正円窓アプローチで施行した。術後８週にて音入れ施行、VSB装用域値
は50-60dBであった。
症例2：79歳、男性。15歳時右鼓室形成術施行。50歳頃から左難聴を自覚し、補聴器装用開

始。聴力改善目的で当科初診。左耳は63dBの感音難聴で、補聴器適合検査でFG、雑音負荷語音
明瞭度が不適合。右耳はオープンタイプの術後耳で骨導53dB、気導101dBの混合難聴を示して
いた。右耳にも補聴器を装用し補聴器適合検査を実施したところ、音場語音明瞭度、FG、雑音
不可語音明瞭度、質問紙で不適合であったため、右耳にVSB手術を予定とした。VSBは正円窓
アプローチで施行し、同時に外耳道後壁再建も行った。術後８週にて音入れ施行、VSB装用域
値は50-60dBであった。
症例3：55歳、男性。両側小耳症＋外耳道閉鎖症に対し、両側耳介形成術と右外耳道形成術を

施行されていたが、聴力は一時的な改善に留まっていた。最終的には眼鏡型の骨導補聴器を装
用していた。骨導補聴器では安定した聞こえが得られず、VSB手術希望にて当科初診。左右と
もに70dBの伝音難聴を認め、補聴器適合検査は適合であったが、右耳にVSB手術を実施した。
正円窓の骨化のため、FMTをアブミ骨に設置した。VSB装用域値は20-30dB、音場語音聴力検
査（57-S）94%であった。
症例4：67歳、男性。小児期より両耳難聴を自覚し、両耳補聴器装用。中学生で左中耳炎に対

し鼓室形成術施行されたが、聴力改善みられなかった。次第に補聴器での聞き取りが困難とな
り、当科初診。左耳はオープンタイプの術後耳で鼓膜も完全癒着。右耳も乳突腔発育不良で鼓
膜癒着がみられていた。両耳ともに骨導30dB、気導70dBの混合難聴を認め、両耳による補聴器
適合検査で雑音負荷明瞭度と質問紙で不適合であった。左耳に比べて正円窓窩の含気が見られ
たため、右耳にVSB手術を正円窓アプローチで実施し、後壁再建を行った。VSB装用域値は50-
60dBであった。
【考察】

VSBの利点として1.体内部に埋め込むためハウリングがなく、長時間の装用が可能である。2.
振動子が中耳伝音系を直接振動するため、補聴器に比べ周波数歪みが少なく、過渡応答特性に
優れている。3.高音域の利得が得られる　4.音質がよく、明瞭度の高い音が得られる。があげら
れる。各症例とも、背景・病態・術前聴覚検査・補聴器適合検査結果は多様であったが、術後
VSB装用域値は安定して経過している。装用後短期間の経過であるが、装用効果、満足度は概
ね良好な結果であり、問題となる合併症は生じていない。
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Vibrant Soundbridge装用例の中長期経過

松田　悠佑 1,2、中島　崇博 1,2、奥田　　匠 2、松田　圭二 2、東野　哲也 1,2

1宮崎大学医学部附属病院難聴支援センター、2宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】
Vibrant Soundbridge［以下VSB］は本邦にて2011年─2014年に臨床治験が行われ、2017年に

保険適応となった新しい人工聴覚器である。適応聴力として骨導閾値の上限が、500Hz：
45dB、1000Hz：50dB、2000Hz/4000Hz：65dBとされている。入力された電気音響信号を振動
に変換する振動子が内耳を直接刺激することから、補聴器に比べて周波数歪みが少なく、過渡
応答特性に優れるとされる。今回、当施設にてVSB埋込手術を施行した症例の中長期経過をま
とめたので報告する。
【対象と方法】

2011年─2014年に宮崎大学耳鼻咽喉・頭頸部外科にてVSB埋込手術が行われた6例を対象とし
た。インプラントはVORP、サウンドプロセッサーはAmadeを使用した。項目は術後経過期
間、標準純音聴力検査、自由音場での装用閾値と語音聴取検査（67-S、60dB）、経過上の所見と
した。経過期間は直近の評価時点とした。聴力検査の平均は4分法（500Hz + 1kHz + 2kHz +
4kHz/4）を用いて算出した。
【結果】
術後経過は平均 45ヶ月（ 26ヶ月 ─59ヶ月）であった。術前の骨導閾値は 33.5dB

（13.75dB─43.75dB）、直近の骨導閾値は37.9dB（22.5dB─46.25dB）と著明な閾値上昇はなかっ
た。装用閾値は音入れ時で33.3dB、直近で26.25dBであった。語音聴取は音入れ時で92.5%、直
近で98.3%であった。経過中、体外器の故障が症例2で1回、症例3で2回あったが修理交換にて改
善した。その他の経過観察上に生じた問題点として、遠方（関東）への転居に伴う例の経過観
察（国内でまだ普及していない新規医療の問題点）、県外患者が高齢であり当科への通院が困難
になった例などが挙げられた。
【考察】

VSBは内耳へ振動を直接入力することにより音信号を伝播する。つまり術側の骨導閾値は装
用閾値に大きく影響を与える。本検討では中長期経過後の装用閾値は良好に保たれていた。し
かし装用閾値には影響を与えないものの骨導閾値の上昇がなかったのは2例であり、他の症例は
5─9dB程度の閾値上昇を認めた。骨導閾値の上昇を認めた症例の年齢は37歳─77歳と幅があり、
年齢を問わず骨導閾値の経過を慎重に見ていく必要性がある。
今回、通院が困難となった遠方の症例は、現在自宅近くの関連病院に当施設の医師と言語聴

覚士を派遣し対応している。今回のように交通機関が十分でない地域では深刻な課題となる。
人工聴覚器医療を健全に進めるには、個々人の生活環境も含めた多方面からの適応を検討する
とともに、医療側の患者支援ネットワークの構築が必要と思われる。
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一側混合性難聴に対する人工中耳（Vibrant Soundbridge）の１症例

古舘佐起子 1、岩崎　　聡 1、高橋　優宏 1、鈴木　伸嘉 2、品川　　潤 1、野口　佳裕 3、
岡野　光博 1、加我　君孝 4、宇佐美真一 5

1国際医療福祉大学三田病院　耳鼻咽喉科、
2独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター、3国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科、

4国際医療福祉大学言語聴覚センター、5信州大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】
伝音・感音混合性難聴に対する人工聴覚器には人工中耳と骨導インプラントがあるが、最も

広く使用されている人工中耳がVibrant Soundbridge（以下VSBと略す）である。2006年にVSB
は振動子である FMT（Floating Mass Transducer）を正円窓膜に留置し、蝸牛を直接振動刺激
する方法（正円窓刺激法）で良好な補聴効果が得られることが報告され、ヨーロッパではそれ
までの気導補聴器装用困難な感音難聴例に対する適応から伝音・混合性難聴にも適応が拡大さ
れた。2014年には本邦で伝音・混合性難聴に対する正円窓刺激法の臨床治験が終了し、2015年
薬事承認、2016年保険収載された。人工中耳の適応は両側難聴が原則であり、一側伝音・混合
性難聴は現時点では適応ではない。そこで信州大学との共同臨床研究として「一側性伝音・混
合性難聴に対する埋め込み型人工中耳の有効性に関する探索的臨床試験」を立ち上げ、当科で
実施した１例について報告する。
【症例】

49歳男性。右耳かき損傷により右鼓膜穿孔、翌日近医耳鼻咽喉科を受診し手術加療目的で当
科紹介受診。鼓膜穿孔とCTでキヌタ骨の偏倚を認めた。鼓室形成術行い、術中所見ではアブミ
骨上部構造の破損を認めたため軟骨コルメラを立てて IVｃとした。顔面神経水平部がアブミ骨
側にoverhangしていたため、コルメラを立てたが顔面神経と接触してしまい聴力回復が困難で
あった。その後、難聴側に補聴器装用を試みたが、有効性は感じたが常時装用は困難とのこと
であった。救急車などの音の音源定位が困難であること、会議で難聴側からの聞き取りが困難
であることなどから両耳聴を希望されたため臨床研究として右VSB手術を行った。術前評価と
して標準純音聴力検査、語音聴力検査、方向感検査、自由音場語音検査（静寂下/雑音下）、
CI2004/65dBSPL（静寂下/雑音下）、聞こえに関するアンケート調査表（APHAB）を実施し
た。
【結果】
術前の右聴力は4分法で56.3dB（気骨導差は35-55dB）であった。術後２ヶ月で音入れを行

い、装用閾値は4分法で32.5dBと著明に改善がみられた。自覚的には会議での聞き取りや会話の
聞き取りの向上を自覚している。自然な音感がえられ、常時装用可能とのことであった。
【考察】
実際の臨床の場では本症例と同様に既存の中耳手術を行っても難聴が残ってしまい両耳聴を

希望される患者は多い。今後も一側伝音・混合性難聴に対するVSB症例の検証を行なっていき
たい。
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骨導インプラント「BONEBRIDGE」の術後長期経過について

工　　　穣、鈴木　宏明、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

BONEBRIDGE（BB;MED-EL）は、皮下に埋め込んだインプラントの骨伝導子（BC-FMT）
を電磁誘導で振動させて補聴する、近年開発された骨導インプラントである。インプラントが
完全に埋め込まれているため頭皮のトラブルがなく、整容面でも優れているため、ヨーロッパ
各国において急速に普及している。適応は、骨導閾値が45dB以内の伝音・混合性難聴および一
側性感音難聴であり、外耳道閉鎖症や中耳奇形、術後耳などが主な対象疾患となる。今回我々
は、この適応に含まれる４症例に対して臨床研究によるBB埋め込み手術を行い、３年以上が経
過したのでその長期経過について報告する。
１例目は両側小耳症および外耳道閉鎖症の21歳女性で（図1）、1歳時よりヘアバンド型骨導補

聴器を使用し、10-12歳時に両側耳介形成術を施行されているが、両側とも耳小骨を認めず顔面
神経の走行異常があるため外耳道形成は行われていない。音質や審美性の問題があり、BBを希
望された。術後の聴取閾値は術前の骨導補聴器より良好であり、長期的には特に高周波数帯域
で安定していた。
２例目は右真珠腫性中耳炎術後の55歳女性で（図2）、CTにて中鼓室を占拠する骨化病変を認

めたため、鼓室形成術は不可能と判断してBB埋め込み術を施行。術後は両耳聴による方向感の
改善を認め、長期的にさらに雑音下での聴取閾値も改善している。
３例目は右先天性難聴の23歳女性で（図3）、仕事上の聞き逃しがあるため当科受診。クロス

補聴器を二度試聴するも十分な効果が得られず、BB埋め込み術を施行。右側からの聞き逃しの
改善、雑音下での聴取閾値の改善を認めている。
４例目は両側小耳症および外耳道閉鎖症の16歳男性で（図4）、1歳時よりヘアバンド型骨導補
聴器を使用し、11-12歳時に両側耳介形成術を施行されているが、中耳奇形や顔面神経走行異常
のため、外耳道形成や鼓室形成術は行われていない。審美性や音質の改善に対する希望が強か
ったため、BBを選択された。側頭骨は両側とも厚みが不十分であったため、BCI-Liftを用いて
3mm浅く埋め込みを行い、術後の聴取閾値は良好であり、長期的に雑音下での聴取閾値も改善
している。
以上、BBの適応である両側・一側伝音難聴、一側先天性感音難聴症例について手術を施行

し、いずれも良好な結果であった。またインプラントや皮膚のトラブルなどは認められず、長
期的にも安定して装用できる機器であることが明らかとなった。本邦でも今後の保険適用が望
まれる。
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外耳道閉鎖症・小耳症に対する
人工中耳VSB・Bonebridge・BAHAの比較

品川　　潤 1、岩崎　　聡 1、高橋　優宏 1、古舘佐起子 1、岡野　光博 1、
野口　佳裕 2、加我　君孝 3

1国際医療福祉大学三田病院　耳鼻咽喉科、2国際医療福祉大学　医学部　耳鼻咽喉科、
3国際医療福祉大学　言語聴覚センター

【はじめに】先天性外耳道閉鎖症は小耳症に合併することが多い疾患であり，美容形成の面から
耳介形成が希望されるばかりでなく，両側難聴例などでは伝音難聴改善のために外耳道形成お
よび鼓室形成術をあわせて施行する症例もみられる．しかし，術後形成した外耳道の再狭窄な
どのために一旦改善した聴力も再び悪化することがしばしばみられ，通常の鼓室形成術耳に比
較して困難な点が多くみられる．そのような背景のなか，BAHA，Bonebridgeなどの骨導イン
プラントや，埋込型人工中耳（VSB；Vibrant Soundbridge）など様々な人工聴覚器が登場して
きたことにより，かつては治療が困難だった症例でも聴力改善が可能になってきた．しかし本
邦において，VSBは2016年に保険収載されたばかりであり，また各々の人工聴覚器について比
較・検討した報告は少なく，実際にどのような症例に対していずれの人工聴覚器を用いるのが
良いのかという判断基準はいまだ存在しない．
【目的】外耳道閉鎖症・小耳症に対して，VSB，Bonebridge，BAHA各１症例を経験したので報
告する．
【方法・対象】当科において外耳道閉鎖症・小耳症による伝音難聴に対しVSB，Bonebridge，
BAHAを実施した３症例を対象とした．

1）55歳男性，10歳から12歳までに計7回の耳介形成術と外耳道形成術を施行した．高校生時
より箱形補聴器や耳かけ型補聴器の装用を開始し，44歳時から眼鏡型骨導補聴器を装用してい
たが汗による故障を繰り返しており，VSB埋込術を施行した．

2）42歳男性，小児期に耳介形成術と外耳道形成術を施行した．形成した外耳道に耳穴型補聴
器を装用していたが咀嚼の度に外れるようになってしまい，Bonebridge埋込術を施行した．

3）21歳男性，耳介形成術・外耳道形成術は希望せず，経過観察されていた．大学に入学する
ことを機に聴力改善手術を希望され，BAHA埋込術を施行した．
以上の3症例について，それぞれの人工聴覚器の術前後の純音聴力検査（3分法），装用下閾値

検査，装用下語音弁別能検査を比較した．また，音質の主観的評価法として，Judgement of
Sound Quality（JSQ）を用いた評価を行った．
【結果】術後の純音聴力検査は，術前より増悪した症例はなかった．術後の装用下閾値検査，装
用下語音弁別能検査では，いずれも術前に使用していた補聴器よりも改善を認めたが，3症例間
で大きな差は認めなかった．Judgement of Sound Quality（JSQ）による主観的音質評価では，
VSBは音質がいずれの項目においてもよりスコアが高い傾向があった．
【考察】人工聴覚器の周波数特性について，一般的に骨導インプラントはVSBに比べ出力が弱
く，高音域の周波数特性が弱い．一方，VSBは高音域の周波数特性が優れている．このことか
ら，VSBは他の骨導インプラントよりも子音弁別能が高く，また高音域に骨導低下のある混合
性難聴に対しても有利と考えられる．本検討では，術後の装用下閾値検査や装用下語音弁別能
検査による聴力改善について，3症例間に大きな差は認めなかった．しかし，主観的音質評価で
はVSBが優れている傾向があり，患者満足度がより高い可能性が示唆された．
【結論】VSB，Bonebridge，BAHAを用いた人工聴覚器埋込術を施行した外耳道閉鎖症・小耳症
による伝音難聴または混合性難聴3症例について，聴力検査，主観的音質評価の比較を行った．
VSBはBAHAやBonebridgeと比較して特に高音部における周波数特性に優れ，また音質につい
ても患者満足度が高い可能性が示唆され，難聴患者のQOL向上に寄与しうると考えられた．
【文献】
1. 岩崎聡 最近の人工聴覚機器 日耳鼻 118：636-642, 2015
2. Gabrielsson A, Schenkman BN, Hagerman B. The effects of frequency responses on sound

quality judgements and speech intelligibility. J Sp Hear Res. 1988;31:166-177
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両先天性外耳道閉鎖症での軟骨伝導補聴器と骨導補聴器の比較

西村　忠己 1、細井　裕司 2、斉藤　　修 1、北原　　糺 1

1奈良県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2奈良県立医科大学

【はじめに】
外耳道閉鎖症で新しい補聴手段の１つとして期待されるのが軟骨伝導補聴器である。我々は

軟骨伝導補聴器の臨床試験を行いその効果を報告してきた。今回の検討では両先天性外耳道閉
鎖症で両耳とも骨性に閉鎖し骨導補聴器を使用している症例で軟骨伝導補聴器と骨導補聴器の
効果を比較した。
【方法】
臨床試験参加者の中で上記に該当する12例（男性8例、女性4例）平均年齢は11.5±7.2歳。耳

介形成術を施行しているのは6例であった。軟骨伝導補聴器は両耳にフィッティングし、固定が
困難な例では両面テープを用いて固定した。両面テープでの固定が必要であったのは7例13耳で
あった。両面テープなしで固定ができた5例中4例で耳介形成術が施行されていた。
補聴効果について装用閾値、語音明瞭度の測定と主観的な評価を行い骨導補聴器と比較し

た。主観的な評価はVisual analogue scale（VAS）を用いて全体的な聞こえと補聴器に対する満
足度を評価し、各場面での聞き取りについては補聴器適合検査指針（2010）に示されている10
項目のアンケートを用い5段階で評価した。
【結果】
装用閾値の結果を図１に示す。軟骨伝導補聴器、骨導補聴器とも装用することで閾値は改善

した。高音域では軟骨伝導補聴器の方が装用閾値は低く、分散分析を行った結果2000, 4000Hzで
有意差を認めた。最高語音明瞭度の結果を図２に示す。軟骨伝導補聴器の方が高い値を示した
が有意差は認めなかった。図３にVASを用いた評価の結果を示す。聞き取りについては軟骨伝
導補聴器の方が有意に高い評価であったが、満足度については差を認めなかった。10項目のア
ンケートについては項目ごとに比較したが有意差は認めなかった。
現在12例のうち10例は軟骨伝導補聴器のみを使用している。1例は両面テープ固定の煩わしさ

から両者を使用し、他の1例は両面テープ固定の問題と効果の問題から主に骨導補聴器を使用し
ている。この2例はいずれも耳介形成術が施行されていた。
【考察】
今回の検討結果から軟骨伝導補聴器は骨導補聴器より高い効果を認め、多くの症例で骨導補

聴器の代わりと成りうることが示された。しかし耳の形状から両面テープ固定が必要な例があ
り、常用に至らなかった例でもそのことが原因の１つとなった。耳介形成後に安定した固定が
得られる例では良好な結果が得られていることから、補聴器の装用を考慮した手術の実施が重
要であると思われた。
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真珠腫入口部が閉鎖した弛緩部型真珠腫症例

飯野ゆき子 1、菊地さおり 1、高橋　英里 1、松澤　真吾 2、吉田　尚弘 2

1東京北医療センター耳鼻咽喉科、難聴・中耳手術センター、
2自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科

はじめに：　私どもは以前、弛緩部陥凹と上鼓室に存在した真珠腫の連続性がない、すなわち
真珠腫入口部が閉鎖したと考えられた弛緩部型真珠腫の３症例を報告した。今回さらに２症例
を経験し、病理組織学的に検討し興味深い知見を得た。この２症例を提示するとともに、これ
ら５症例の特徴と入口部が閉鎖した機序について考察したため報告する、症例１：31歳男性、
主訴は右難聴。小学生時代、耳疾患のため耳鼻咽喉科に通院していた。３年前から会社の健康
診断で右難聴を指摘されていた。今回近医耳鼻咽喉科受診、純音聴力検査で右気骨導差が認め
られたため、耳小骨先天異常を疑われ、当科紹介となった。初診時、右は鼓膜弛緩部に陥凹は
あるが痂皮や耳漏はない。しかし気密鏡下でツチ骨柄は動かず、純音聴力検査で右平均51.7dB
の伝音難聴を認めたため、ツチ骨の固着が疑われた。側頭骨CTでは右耳は中鼓室には含気があ
るものの上鼓室から乳突洞まで全く含気はなく、軟組織陰影を認めた。またscutumの拡大を認
め、さらにツチ骨頭、キヌタ骨体部の破壊も認めたため、真珠腫を疑い鼓室形成術を施行し
た。術中所見では真珠腫は上鼓室から乳突洞まで充満し、天蓋は一部露出、顔面神経も水平部
が大きく露出していた。鼓膜弛緩部と真珠腫の連続性はなく、弛緩部上皮下には肉芽様組織を
認めた。キヌタ骨とツチ骨頭の残存部を摘出し、真珠腫を摘出、アブミ骨上にコルメラをたて
IIIcとした。外耳道壁を軟骨で再建し、術を終了した。（診断：右弛緩部型真珠腫 stage III
TAM/PB, 術式：右外耳道再建型鼓室形成術 IIIc）。術後経過は良好で、術後４カ月の聴力は平
均21.5dBと改善を示した。症例２：52歳女性、主訴は左難聴。幼小児期の中耳炎の既往はな
い。３カ月前の会社の健康診断で左難聴を指摘された。近医耳鼻咽喉科受診、純音聴力検査結
果から左耳硬化症を疑われ、当科紹介となった。鼓膜所見では左は鼓膜弛緩部に陥凹を認め
た。しかし気密鏡下ではツチ骨柄は動かず、ツチ骨の固着が疑われた。純音聴力検査では左平
均66.7dBの伝音難聴を認めた。側頭骨CTでは左耳は上鼓室から乳突洞まで全く含気はなく、軟
組織陰影を認めた。中鼓室には含気を認めた。これらの所見から真珠腫の可能性も否定でき
ず、鼓室形成術を施行した。術中所見では真珠腫は上鼓室から乳突洞まで存在し、顔面神経は
水平部が露出。ツチ骨頭とキヌタ骨体部は上鼓室側壁に固着していたため、キヌタ骨とツチ骨
頭を摘出し、真珠腫を摘出した。鼓膜弛緩部の陥凹は閉じており、上鼓室の真珠腫の間には血
液様の肉芽が存在した。外耳道後壁をノミで削開した際、骨片に鼓索神経が貫通したままにな
り、解除するのが困難であったため、この骨片をコルメラとしてアブミ骨上にたて、IIIiとし
た。外耳道壁を軟骨で再建し、術を終了した。（診断：右弛緩部型真珠腫stage II AM, 術式：右
外耳道再建型鼓室形成術IIIi-M）。術後経過は良好で、術後6カ月後の聴力検査では平均21.7dBと
改善を示した。考察：今回の２症例はいずれも伝音難聴で紹介を受け、初診時の鼓膜所見で鼓
膜弛緩部に比較的大きな陥凹を認めるものの、痂皮や膿の付着もなく、底部も観察できた。し
かし側頭骨CTで上鼓室に含気がなく、かつ耳小骨や頭蓋底、顔面神経菅の破壊が認められたこ
とから真珠腫を疑い、鼓室形成術を施行したところ、上鼓室から乳突洞に及ぶ大きな真珠腫で
あった症例である。真珠腫は鼓膜弛緩部には接しているものの、連続性はなく、その間には肉
芽が存在した。病理組織学的には異物反応を伴った肉芽組織であった。以前同様の３症例を報
告した際、その鼓膜弛緩部が閉じた機序について以下のごとく考察した。すなわち、真珠腫de-
brisによる炎症のため肉芽が生じ、弛緩部サイドと上鼓室サイドで連続性を持っていた真珠腫上
皮が断裂し、上皮の再生機転の際に上皮がそれぞれのサイドで再生した可能性がある。今回の
病理組織像はそれを裏付けるものであった。鼓膜弛緩部に陥凹があり、底部が見えていても伝
音難聴が存在する場合は積極的に画像診断を行い、弛緩部型真珠腫を否定する必要がある。
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後天性中耳真珠腫における鼓室洞進展の検討

松田　圭二、後藤　隆史、中島　崇博、梶原　　啓、奥田　　匠
宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】：中耳真珠腫進展度分類を使った国内多施設での解析の結果、進展度は、聴力・再
発予後と良く相関することが示されてきた。一方、2016年、第10回国際真珠腫学会（エジンバ
ラ・英国）においてEuropean Academy of Otology and Neurotology（EAONO）と日本耳科学
会（JOS）が主導するコンセンサス会議が開かれ “EAONO/JOS Staging System on Middle Ear
Cholesteatoma”１）が提案された。日本耳科学会進展度分類との違いは解剖学的区分として鼓室
洞が含まれた点である。今回は、後天性真珠腫における鼓室洞進展真珠腫の臨床的特徴、予後
との関連性などを明らかにするのが目的である。
【対象】：2009年〜2010年の間に宮崎大学耳鼻咽喉科で初回手術を行った後天性真珠腫は全部で
67耳、うち弛緩部型は46耳、緊張部型は16耳、分類不能型は5耳あった。
【方法】：中耳真珠腫進展度分類案2015に則って、上記67耳を分類した。検討項目は、全体の進
展度の比率、鼓室洞進展の頻度（術中所見）、Stage別の術式の選択（TCA: trans-canal attico-
tomy, CWU: canal wall up tympanoplasty, CWD: canal wall down tympanoplasty, EAC closure:
external ear canal closure）、聴力、再発率などとした。
【結果】：型別の進展度を（Stage I：Stage II：Stage III）の順で示すと、弛緩部型46耳（5：
34：7）、緊張部型16耳（2：9：5）、分類不能5耳（0：1：4）となった。弛緩部型46耳中4耳、緊
張部型16耳中9耳、分類不能5耳中2耳に鼓室洞進展を認めた。進展度別に鼓室洞進展の比率を
（弛緩部型：緊張部型：分類不能）の順で示すと、Stage I（0%：0%：0%）、Stage II（9%：
67%：0%）Stage III（14%：60%：50%）となった。
手術：緊張部型16耳中10耳で計画的な段階手術を行った。鼓室洞進展があった9耳中4耳に、

二期手術の際、遺残病変を認めた。弛緩部型では46耳中4耳で段階手術を、5耳で修正手術を行
った。鼓室洞進展があった4例中1耳に遺残病変を、1耳に再形成再発を認めた。分類不能型5耳
中2耳で段階手術を、1耳で修正手術を行った。再形成再発の1耳は、鼓室洞進展がなかった耳か
ら発生した。鼓室洞進展があった2例では遺残も再形成もなかった。
【考察】今回、真珠腫の鼓室洞進展は、緊張部型、分類不能型に多く弛緩部型では少ないことが
わかった。日本耳科学会分類の進展度との関連では、Stage Iには稀で、殆ど２領域以上の進展
例（Stage II, III）に認められた。Marchioniら２）が提唱する鼓室洞の画像分類では、ほとんど
の症例がTYPE Aに分類され、術前に画像で的確に鼓室洞進展の有無を予測するのは、そう容
易ではないと思われた。鼓室洞進展症例では、適応する術式によらず完全摘出に要する時間の
増大、遺残再発率の上昇、聴力予後不良などが考えられ、進展度分類に情報として取り入れる
ことの意味は無視できないと考えられた。鼓室洞進展を適確かつ客観的に判断する方法の開発
とともに、今後の大規模な症例の蓄積が必要であろう。
【参考文献】
1）Yung M, et al. The journal of international advanced otology 2017;13:1-8.
2）Marchioni D, et al. Otol Neurotol 2009;30:758-65.
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弛緩部型真珠腫鼓室洞進展例の検討

石井　賢治 1、相原　康孝 1,2、工藤　伸幸 1、田中　　健 1、林　　　賢 1、神尾　友信 1

1神尾記念病院、2クリニカ神田

日本耳科学会（JOS）の真珠腫進展度分類は、前鼓室と鼓室洞の細分類を加えることで、国際
規格として採用されることが決定した。すなわち、PTAM分類のPの部分をSと表記しSTAM分
類とする。そしてSを前鼓室（S1、JOSのP）と、鼓室洞（S2）に細分類するというものであ
る。
発表者は昨年の本学会学術講演会（長野）において、2009年4月から2015年3月までの6年間

に、当院で手術を行った真珠腫性中耳炎新鮮例の検討を行い発表した。しかし、鼓室洞進展に
ついての細分類前の検討であり、国際規格に基づいて再度検討する必要があると考えられた。
上記期間に手術を行い、1年以上経過観察できた症例は、弛緩部型真珠腫174例182耳（手術施
行例は207例215耳）であり、そのうちT＋の症例は87耳であった。このうち、S1が63耳、S2が
24耳であった。再発例は4例（全例再発性再発）であり、全例がS1であり、鼓室洞への進展の有
無は無関係であった。アブミ骨病変の程度はS1ではS0が17耳、S1が39耳、S2が6耳、SNが1耳
であり、S2ではS0が0耳、S1が15耳、S2が9耳であり、鼓室洞進展例でアブミ骨病変が重度であ
る傾向があった。また、顔面神経管骨破壊例が43耳存在したが、S1が30耳、S2が13耳であり有
意差は認められなかった。迷路瘻孔例は15耳あり、S1が10耳、S2が5耳と、有意差は認められな
かった。
今回の検討で予測されたのは、S2症例で再発率が高く、アブミ骨病変が高度で、顔面神経

管、迷路瘻孔が多いことであったが、S2ではアブミ骨病変が高度である傾向が認められたが、
顔面神経管、迷路瘻孔の有無については有意差が認められなかった。再発については、当院の
再発率は4％であり、症例が少ないために有意差が出なかったことが考えられる。すべて再発性
再発であり、鼓室洞の遺残による再発はなかった。当院では基本的に外耳道後壁削除を行い、
可能な限り鼓室洞を明視下に置き、真珠腫母膜を破らず摘出することを心がけている。さらに
近年では内視鏡を取り入れ、真珠腫遺残を可能な限り減らす努力をしている。鼓室洞を明視下
に置かない場合、遺残性再発が生じる可能性があると考える。今回の検討ではS1、S2間の優位
な差はアブミ骨病変の有無のみであったが、今後は多施設で同様の検討が行われ、本分類の有
効性が証明されることを期待したい。
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側頭骨CTを用いた鼓室洞の計測：
一側性中耳真珠腫例における左右差の検討

後藤　隆史、東野　哲也、松田　圭二
宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

鼓室洞は、一般的には上方を岬角小橋、下方を岬角支脚で境される後鼓室から後方へ突出す
る窪みで、その外側には顔面神経管が位置している、と定義されるが、後鼓室の解剖学的名称
は研究者により異なり多少の混乱がみられる。臨床的に後鼓室は中耳の慢性炎症による病変が
出現しやすく外科的に重要な領域であるが、その画像診断に関する報告は多くはない。今回
我々は、側頭骨CT画像を用いて鼓室洞の計測を行い、真珠腫側と非真珠腫側の比較検討を行っ
たので報告する。対象は、2005年から2009年の5年間に宮崎大学で初回手術を施行した一側性中
耳真珠腫35耳で、平均年齢は49.3歳（21歳〜84歳）、男女比は男性19例、女性16例であった。対
側の鼓膜は軽度の弛緩部陥凹を認めたものが7耳、鼓膜正常が28耳であった。附図に示した如
く、鼓室洞が最も深く描出された軸位断像を用いて、基準線を顔面神経垂直部前縁から後半規
官面におろした垂線とし、この基準線より1）鼓室洞最外側後方部までの距離（鼓室洞の深
さ）、2）蝸牛窓までの距離（蝸牛窓顔面神経間距離）を計測した。使用したCT画像は、4列の
マルチスライスCT（Aquilion、東芝社製）で撮影されたもので、撮像面はOM line -20°とし、
0.5mmスライス厚でデータ収集を行った。また多断面再構成（multiplanar reconstruction：
MPR）にて1mm厚の冠状断像を作成した。これらの計測を耳鼻咽喉科専門医3人で行った。鼓
室洞最外側後方部は、真珠腫側において35耳中30耳（86％）、非真珠腫側において35耳中29耳
（83％）が、基準線よりも内側に位置しており、外側まで鼓室洞が発育する例は真珠腫側で5耳
（14％）、非真珠腫側で6耳（17％）のみであった。35耳中22耳（63％）では、非真珠腫側に比較
して真珠腫側の方が鼓室洞の発育が抑制されていた。蝸牛窓までの距離（蝸牛窓顔面神経間距
離）は、真珠腫側で平均3.42mm（最小値1.97mm-最大値4.93mm）、非真珠腫側では平均3.32mm
（最小値1.85mm-最大値4.84mm）と同等の結果であった。今回の検討からは、真珠腫側では非真
珠腫側に比較して鼓室洞の発育が抑制される傾向が認められた。また、真珠腫側の35耳中10耳
（29％）で鼓室洞に軟部陰影を認めたが、鼓室洞の発育と軟部陰影には一定の関係を認めなかっ
た。CTで質的評価を行う事は困難であるため、手術所見との対比を行いながら、中耳真珠腫の
鼓室洞進展に対する病態評価を進めていく事が重要と考えられた。
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当科における真珠腫新鮮例の検討

野田　哲平、西山　和郎、玉江　昭裕
浜の町病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

当科には福岡県下有数の中耳手術症例数があり、中耳真珠腫に対する鼓室形成術はcanal wall
up法を中心に行っている。その治療成績についてこれまでも日耳鼻地方部会などで報告してき
たが、病院の移転に伴い診療録の完全電子化がなされ、それに基づいてデータベースの作成を
行っている。その一環として、2011年4月から2016年12月までの中耳真珠腫として初回手術を行
った108症例について検討した。
真珠腫、先天性真珠腫などに分類される。抗菌薬の発達により都市部では進行例をみること

は少なくなってきたが、当科の医療圏は福岡市のみならず耳鼻咽喉科クリニックが少なく手術
可能な施設のない近隣の自治体にもおよぶため、2015年進展度分類におけるstage I─IIIの多彩
な症例を経験する。これらの症例において、観察期間内の再発の有無、聴力改善の程度、術前
CT所見における換気ルート閉塞の有無などを検討した。
部位別では、弛緩部型72例、緊張部型22例、先天性6例、二次性8例。進展度別では、stage I

28例、stage II 69例、stage III 11例であった。これらの中耳真珠腫に対し、canal wall up法で摘
出したものが84例、canal wall down法を行ったものが11例、transcanal atticotomyを行ったも
のが9例であった。我々は弛緩部型真珠腫などscutumの破壊を伴う中耳真珠腫に対しては、主に
薄切軟骨によるscutumplastyを行っている。弛緩部型真珠腫の再形成は1例、遺残再発が8例
（小児例のsecond look時に確認した遺残を含む）と、再形成は比較的少なく経過しているが、中
耳や上鼓室が含気しなかった例も多く、術後1年で評価している聴力についても改善の余地があ
ると思われた。文献的考察を含め報告したい。
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緊張部型真珠腫の進展度と骨導閾値の検討

日尾　祥子 1、川島　貴之 1、太田　有美 2、今井　貴夫 2、森鼻　哲生 3、
佐藤　　崇 2、猪原　秀典 2

1八尾市立病院、2大阪大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
3独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター

【はじめに】緊張部型真珠腫症例は、正常者や弛緩部型真珠腫症例と比較すると、骨導聴力の悪
化がみられることが多い。骨導聴力の悪化の要因を評価するために、我々が経験した緊張部型
真珠腫症例について、術前の骨導閾値を患側と健側で比較し、その差が真珠腫の進展度、乳突
蜂巣発育度、あぶみ骨病変の程度、ABgapと関連するか検討した。
【対象と方法】対象は当院および大阪大学で2011年1月から2016年9月までに手術を行った緊張部
型真珠腫症例のうち、対側鼓膜に病的所見を認めなかった47例である。男性26例、女性21例、
平均年齢は41.6歳であった。日本耳科学会中耳真珠腫進展度分類2015改定案に基づいて進展度分
類、副分類を行った。術前の250・500・1000・2000・4000Hzの聴力を使用し、患側と健側の骨
導閾値の差が、真珠腫の進展度、乳突蜂巣発育度、あぶみ骨病変の程度、患側耳のABgapと関
連するかを検討した。
【結果】患側と健側の骨導閾値を比較すると、全ての周波数で有意差を認めた。特に高音部で左
右差が顕著であった。真珠腫進展度での比較では、各Stage間に統計学的な有意差は認めなかっ
たが、Stage Iと比較しstage II、IIIでは骨導閾値の左右差が大きい症例が多かった。Stage IIIで
は左右差が大きい症例と小さい症例に二分されていた。あぶみ骨病変はS0/1 VS S2/3、乳突
蜂巣発育度はMC0/1 VS MC2/3とそれぞれ2群に分けて検討したが、いずれも2群間で有意な
差は認めなかった。患側耳のABgapと骨導閾値の左右差は相関係数0.46で有意な正の相関が認め
られた。
【考察】緊張部型真珠腫症例では、特に高音域での骨導閾値上昇が大きいと報告されており、内
耳窓膜を介しての炎症の波及が原因として考えられている。今回の検討でも、高音域の骨導閾
値の左右差が顕著であり、その可能性を示唆する結果であった。またABgapと骨導閾値の左右
差に有意な相関が認められ、ABgapが大きければ骨導閾値上昇も進んでいるといえる。真珠腫
進展度や乳突蜂巣発育度、アブミ骨病変とは相関はなく、ABgapが骨導閾値上昇の指標となる
ことが示唆される。真珠腫性中耳炎では、真珠腫による直接的な内耳破壊だけではなく、鼓膜
や中耳内の炎症の持続によっても内耳障害をきたすと考えられているため、特に耳漏やdebrisを
認める症例では、骨導聴力を悪化させないためにも早期の手術加療が望ましい。
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O-25 短期滞在で行うアブミ骨手術

廣芝　新也、荻野枝里子、岩永　迪孝
ひろしば耳鼻咽喉科・京都みみはな手術センター

【はじめに】耳鼻咽喉科領域の手術は、頭頸部腫瘍手術を除き一般的に比較的低侵襲であり、短
期滞在手術に適している。アブミ骨手術については、侵襲は少ないものの、術後の眩暈が生じ
ることもあり、短期滞在手術で行うには難しい一面もある。今回、我々は当院で初回手術を行
ったアブミ骨手術を行った症例について検討した。
【対象】対象は、2010年10月から2017年5月の間に当院で初回のアブミ骨手術を行った31例34耳
である。全例全身麻酔下で耳後部切開で行い、代用アブミ骨としてはテフロンワイヤーピスト
ンを使用、開窓部にはピストン留置後に自家脂肪組織を充填しフィブリン糊にて固定した。こ
れらの症例について、入院期間と眩暈の程度、術後成績について検討した。なお、退院の目安
としては、自立歩行が可能となり、患者の不安感がない状態となった時点で退院とした。
【結果】入院期間について、1泊2日で行った症例は28耳、2泊3日が3耳、3泊4日が1耳、4泊5日
が1耳、強いめまいのため他院に転院し、約1か月間の入院を要した症例が１耳であった。術後
の聴力について、術後6か月以上経過を観察できた23耳について検討した。23耳中22耳、約96％
であった。
【考案】術後の聴力については、諸家の報告と同様、聴力改善成功の割合は90％以上と良好な成
績であった。また34耳中28耳（82％）が手術翌日に退院可能であり、アブミ骨手術についても
短期滞在で行うことが十分可能であることが示唆された。一方で、69歳と74歳の女性において
は、術後の浮動感が断続的に長期間残存し、短期滞在で行うには患者の年齢についても考慮す
べきであると考えられた。手術手技について、stapedectomyよりもstapedotomyで行う方が好
ましいが、アブミ骨脚切断時や底板開窓時にstapedectomyとなってしまう例がしばしばある。
当院では2015年4月以降、モリタ社製のCO2レーザーのハンドピースの先端を、耳後部切開の視
野からでも使用できるようにわずかに彎曲させたものを使用しており、ハンドドリルよりも極
めて安全確実に底板に開窓できる利点がある。実際の製品についても供覧する。
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O-26 当科における経外耳道的内視鏡下アブミ骨手術の工夫と術後成績

浅野　敬史 1、伊藤　　吏 1、窪田　俊憲 1、古川　孝俊 1、二井　一則 2、
新川智佳子 3、欠畑　誠治 1

1山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座、2山形市立病院済生館、3日本海総合病院

【はじめに】　これまで耳科手術は顕微鏡下に施行することが一般的であったが、近年では内視
鏡システムの高精細化に伴い、経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）の件数は年々増加してき
ている。TEESの利点として耳後切開や耳前部切開が不要であり、十分な術野を得るための骨削
開の範囲が少ないため手術侵襲が小さい点や、広角な視野で死角が少ない点、さらに内視鏡を
目標に接近させることで拡大した明瞭な視野を得られることが挙げられる。以上のような利点
を生かして、当院では2011年より鼓膜形成術、鼓室形成術に加えアブミ骨手術にもTEESを導入
している。しかし、TEESでは原則として片手操作となることや、狭い外耳道内で内視鏡と手術
機器が干渉するなど手技的な難しさもある。これまでアブミ骨手術に対するTEESの有用性に関
しての詳細な検討は少ない。今回、当科での内視鏡下アブミ骨手術の工夫を紹介し、さらに術
後成績について報告する。
【対象と方法】2012年1月から2016年12月までに当科で内視鏡下アブミ骨手術を施行した23例26
耳を対象とした。手術法は片手操作の不利を補う目的でFischのreversed procedureによるstape-
dotomyを基本とし、Sheaのテフロンピストンを用いた。開窓は0.6mm径のパーフォレーターを
用いクルーラニッパーにて後脚の切断を行った。手術年齢は18歳から79歳（平均50.4歳）であっ
た。観察期間は6ヶ月から5年（平均1年7ヶ月）であった。術後聴力成績および術後合併症の有
無について診療録に基づいて後方視的にデータ解析を行った。術後聴力成績の判定は、術直前
と最終受診日の聴力データをもとに日本耳科学会判定基準（2010）およびAAO-HNSガイドライ
ンに沿って行った。
【結果】　症例の内訳は耳硬化症が21耳、慢性炎症によるアブミ骨固着が2耳、中耳奇形が2例、
外傷性耳小骨離断が1例であった。術後聴力成績は気骨導差15dB以内となった症例が24/26耳
（92.3%）、聴力改善15dB以上となった症例が24/26耳（92.3%）、聴力レベル30dB以内となった症
例が 13/26耳（50.0%）であった。AAO-HNS基準では術後気骨導差で 10 dB以下が 23耳
（88.5%）、10〜20 dBが2耳（7.7%）、20〜30dBが1耳（3.8%）であった。　術後にめまい症状を認
めた症例は4例（15.4%）であり、うち3例は退院までにめまい症状は消失したが、うち1例は退
院後も症状が持続し、外リンパ漏の疑いで内視鏡下に内耳窓閉鎖術を施行した。また耳鳴りを
訴えた症例は3例（11.5%）であり、全ての症例で耳鳴りが出現した翌日には軽快した。術中に
鼓索神経損傷を生じた症例はいないが、術後に味覚障害を訴えた症例は2例（7.7%）であった。
術後に骨導閾値の上昇や顔面神経麻痺を生じた症例はなかった。
【考察】TEESでは日本人の狭く屈曲している外耳道でも、外切開なしに最小限の外耳道骨削開
で術野の展開が可能であり、さらにアブミ骨周囲に内視鏡を接近させることで詳細な観察が可
能である。明視化に底板の開窓ができ、開窓部へのピストンの確実な挿入が行えることは大き
な利点である。術後聴力成績に関しては、日本耳科学会基準に沿って判定すると26耳中24耳が
成功（成功率92.3％）であり、良好な結果が得られた。これまでの耳後切開による顕微鏡下アブ
ミ骨手術に関する報告と比較しても同等以上の成績であった。術後合併症の頻度をこれまでの
報告と比較してみると、顕微鏡下アブミ骨手術における合併症の頻度はめまい25-31%、味覚障
害11-29％と報告されており、内視鏡下アブミ骨手術ではめまい、味覚障害の頻度はこれまでの
報告より少ない傾向であった。内視鏡下アブミ骨手術では鼓索神経の走行を明視下におきなが
ら、その走行を上方や下方へ変位させての手術操作が可能であり、鼓索神経に対する不要な損
傷を回避できたためと考えられた。
【まとめ】　内視鏡下アブミ骨手術の術後聴力成績はこれまでの報告と比べて同等以上であり、
また合併症の頻度は少ない傾向にあった。耳後切開不要で、より少ない骨削開でアブミ骨周囲
を明視下において操作を行えるTEESは、アブミ骨手術においてもよい適応であると考えられ
た。
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当院におけるアブミ骨手術の術後聴力経過

北岡　杏子 1、畑地　憲輔 2、原　　　稔 1、吉田　晴郎 3、髙橋　晴雄 1

1長崎大学病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2長崎みなとメディカルセンター市民病院、
3長崎医療センター

はじめに
当院での耳硬化症のために行ったアブミ骨手術症例の術後経過について検討した。

対象と方法
対象は、2004年から2016年の間に施行したに当院で行ったアブミ骨手術症例である。このう

ち先天性アブミ骨固着を疑う症例、鼓室硬化症を伴う症例、同側に複数回の手術を行った症例
は除外した。また、退院後、転居などのために半年以上当院で経過を追わなかった症例も除外
した。最終的に検討した症例は、63人（男性12人）72耳であった。
全例が全身麻酔下に施行しており、術式は、stapedotomy（small fenestra stapedectomy）が

62耳（86.1%）、partial stapedectomyが９耳（12.5%）、total stapedectomyが1耳（1.3%）であっ
た。
方法は、日本耳科学会の聴力改善の成績判定（2000年案）と、AAO-HNS基準案で成功率を算

定し、比較した。ただしAAO-HNS基準案では0.5、1、2、3kHzの4分法を使用することになって
いるが、3kHzについては2kHzと4kHzの平均で代用した。また、Amsterdam hearing evaluation
plotを用い成績をグラフ上に示した。これは術前の気導利得（横軸）と術前の気骨導差（縦軸）
の関係を示したグラフ上に、個別の症例の数値を点で示し可視化したものである。平均聴力は
1、2、3kHzの平均（ただし3kHzは2kHzと4kHzの平均で代用した）を用いた。
さらに、周術期の対応によって術後評価が変化するかどうかをみるために、術後のステロイ

ド量（ヒドロコルチゾン投与総量で検討し、これ以外のステロイドを使用したものは換算し
た）や安静期間などを検討した。
結果

2000年案での成功率は86.1%であった。一方、AAO-HNS基準案での成功率は74.7%、基準の気
骨導差を10dB以内から20dB以内に変更すると成功率は90.1%であった。このうちpartial stapede-
cotmyのみを検討すると、2000年案での成功率は78%、AAO-HNS基準案では56%、基準を20dB
以内に変更しても79%となり、通常のstapedotomyよりも成功率が悪いことがわかった。
ステロイド量と術後成績については、2000年案で検討すると、0∼200mgで成功例は 86%

（14/16）、201mg∼400mgでは85%（22/26）、401mg以上では84%とほぼ差を認めなかった。一方
安静期間と術後成績について検討すると、1日（手術翌日から歩行開始）では84.2%（16/19）、2
日以上では91.3%（21/23）と、安静が長いほうが手術成績が良い傾向があった。
考察
これまで、2000年案はもともと慢性中耳炎の術後成績のための基準であり、高音域が検討で

きないことや、overclosureを考慮できないことなどからアブミ骨手術では成績が良く出すぎる
可能性があり、アブミ骨手術の評価はふさわしくないのではないかという問題があった。今回
の検討でも2000年案では86.1%、AAO-HNS基準案では74.7%と2000年案のほうが成績が良くでて
いる。しかし、AAO-HNS基準案の評価はもともと術後気骨導差が10dB以内と2000年案に比べ
より厳しく、これを20dB以内に変更したところ、2000年案と成績の差は認めなかった。このた
め、2000年案と比べより高音部である3kHzまで検討を行っても、評価にはあまり差がないこと
が分かった。さらに高音域については別の方法を用い検討の必要があると考えた。
術後に内耳機能温存の目的でステロイドを使用することも多いが、今回の検討ではステロイ

ドの量と術後成績が相関するということはなかった。ただ、ほとんどの症例でステロイドが使
用されていたため、術後成績にステロイド自体が必要かどうかは今回は判断はできないと考え
た。一方安静日数についてであるが、安静をすぐに解除するよりも、2日間以上安静をつづけた
ほうが術後成績は良かった。
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当科における耳硬化症症例の検討

岡本　昌之、木村　幸弘、徳永　貴広、伊藤　有未、藤枝　重治
福井大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】耳硬化症は前庭窓の骨縁に海綿様骨増殖が起こり，その結果あぶみ骨底が固着さ
れ，可動性が制限される病気である。アブミ骨筋反射の消失やcarhart noth を伴う聴力像から
この病気を診断することは比較的容易な場合が多いが、CTでの硬化病変や骨脱灰像などの耳硬
化症特異的な所見を呈することは少なく、アブミ骨硬化の確定診断は術中のアブミ骨可動性の
確認によってなされることが多い。また手術における聴力改善率はかなり高率であるが、float-
ing footplate や底板の骨折などともに、高度内耳障害を来してしまう可能性もある手術である。
今回、我々の施設にて耳硬化症と診断された症例について、術前CTの評価と、術中所見、術後
の聴力改善度について検討をおこなったため報告する。
【対象】2006年4月から2016年3月までの期間に当科でアブミ骨手術を施行し、術後1年以上の聴
力経過を追えた耳硬化症症例25例33耳を対象とした。耳小骨奇形などをともない、先天性アブ
ミ骨固着症と診断された症例は今回の検討からは省いた。男性8例、女性18例。手術時年齢は9
歳〜66歳（平均46歳）を対象とし、手術方法、聴力改善などについて検討をおこなった。術後
聴力の評価に関しては、2010年の耳科学会聴力判定基準を用いた。
【結果】術前の中耳CTにて前庭部の骨脱灰がみられた症例が1耳、蝸牛周囲の脱灰がみられた症
例が1耳認め、CT所見から耳硬化症に特徴的な所見を認めたのは２耳のみであった。その他31
耳においてはCTでは異常所見を指摘しえなかった。術式ではstapedotomyが30耳（90.9％）、
stapedectomyが3耳（9.1％）であった。聴力成績は術前の骨導閾値を用いた場合、気骨導差
15dB以内は30/33耳（90.9％）、聴力改善15dB以上は23/33耳（69.7％）、聴力レベル30dB以内と
なった例は14/33耳（42.4％）であった。上記いずれかに該当する成功例は31/33耳（93.9％）と
まずまず良好な結果であった。聴力成功例とならなかった2耳に関してはどちらもstapedotomy
の症例であり、stapedectomyとなった3例はいずれも聴力予後は良好であった。また、長期経過
のなかで 10dB以上の聴力悪化をきたした症例は１耳（3％）にみられたのみであり、32耳
（97％）の症例においては長期的な聴力予後も良好な結果であった。
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キヌタ・アブミ関節の骨化を合併した耳硬化症症例3例

曽我　文貴、和田　忠彦、井上　雄太、羽田　史子、藤田　明彦、岩永　迪孝
関西電力病院

【はじめに】　耳硬化症に対すアブミ骨手術においてキヌタ・アブミ関節（以下 I-S joint）を離
断させることが必須である。感音難聴をさけるためできるだけ愛護的な操作が望ましいが、今
回 I-S jointにも硬化を認めた耳硬化症症例3例について手術ビデオを中心に報告する。
【症例１】　50歳女性　以前から健康診断では難聴を指摘されていた。右耳鳴の増悪にて近医受
診し、耳硬化症の疑いにて紹介となった。純音聴力検査にて33.3dB（3分法）の混合性難聴を認
め、ティンパノグラムはA型、アブミ骨筋反射では逆向き反射が認められた。側頭骨CTで I-S
jointの硬化を疑う所見を認めた。ツチ骨・キヌタ骨の可動性は良好だが、アブミ骨の可動性は
不良でさらに I-S jointの骨化を認めた。I-S jointをローゼン針で用手的に離断させたが、その操
作も影響し、アブミ骨底板の前脚部が外れ結果的にpartial stapedectomyとなった。術後聴力は
18.3dB（3分法）と改善した。
【症例２】　14歳女性　学校検診にて左難聴を指摘され近医受診し、低音域を中心とする伝音難
聴指摘され紹介となった。純音聴力検査で低音域を中心に38.3dB（3分法）の伝音難聴を認め、
ティンパノグラムはA型、アブミ骨筋反射は消失していた。側頭骨CTでI-S jointの硬化を疑う所
見を認めた。ツチ骨・キヌタ骨の可能性は良好だが、アブミ骨の可動性は不良であった。ま
た、I-S jointは完全に骨化していた。I-S jointをローゼン針にて離断し、その後アブミ骨の上部
構造のみの骨折を試みるも底板ごと外れstapedectomyとなった。術後聴力は28.3dB（3分法）ま
で改善した。
【症例３】　60歳女性　以前より右難聴にて耳硬化症の可能性を指摘されていたが保存的に経過
観察されていたが、本人希望あり手術となる。純音聴力検査で45.0dB（3分法）の混合性難聴を
認め、ティンパノグラムはAs型、アブミ骨筋反射は消失していた。ツチ骨・キヌタ骨の可能性
は良好だが、アブミ骨の可動性は不良でさらに I-S jointの骨化も認めた。I-S jointをローゼン針
にて離断したが、その際にアブミ骨自体も動きそのままstapedectomyとなった。術後聴力は
20.0dB（3分法）まで改善した。
【考察】　われわれの狩猟しえた範囲では、Suzukiらが耳硬化症とI-S jointの癒合を認めた1例に
ついて報告されている。その症例ではキヌタ骨の長脚を切断した上でpartial stapedectomyにて
malleus attachmentとなっている。当科での3症例はいずれも用手的にI-S jointを離断しており、
またpartial stapedectomyあるいはstapedectomyとなった。いずれも術後聴力の改善を認めてい
るが、I-S jointを離断させる際やアブミ骨上部構造を骨折させる際にレーザーなどのデバイスに
よる操作についても考慮すべきだったかもしれない。ただ、現実的にはレーザーによる離断に
は時間がかかる面もある。どの手法が最良かについては症例ごとに検討する必要があると考え
る。
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先天性アブミ骨固着症24耳に対するアブミ骨手術の術後成績

古川　正幸、岡田　弘子、安斎　　崇、池田　勝久
順天堂大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

【はじめに】　当科では2008年からアブミ骨手術にCO2 laserを用いている。CO2 laserを用いる
とstapedectomyになる心配がないので小児でも安心してアブミ骨手術が行える。今回24耳の先
天性アブミ骨固着症に対してアブミ骨手術を施行した。良好な術後成績を得たので報告する。
【対象と方法】　2009年11月から2016年5月までの6年6か月に先天性アブミ骨固着症に対してア
ブミ骨手術を施行した24耳について検討した。年齢は６〜29歳、性別は男性9耳、女性15耳であ
った。術式は全例テフロンピストンを用いたstapedotomyであった。ツチ骨固着、ツチ骨キヌタ
骨固着を同時に認めた症例は固着をCO2 laser やドリルにて解除した。
【結果と考察】術後1年以上経過を追えた24耳の術後気骨導差は〜10dBが11耳（45.8 %）、11〜
20dBが13耳（54.2 %）であった。当科における耳硬化症に対するアブミ骨手術の術後気骨導差
は〜10dBが75%程度である。先天性アブミ骨固着症は固着部位がバリエーションに富むためと
思われる。
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新規NOG遺伝子変異が同定された先天性アブミ骨固着症家系

高野　賢一 1、角木　拓也 1、大國　　毅 1、松永　達雄 2、氷見　徹夫 1

1札幌医科大学　医学部　耳鼻咽喉科、2国立病院機構東京医療センター

遺伝性難聴に関連する多くの遺伝子が同定されているが，その多くは感音難聴であり伝音難
聴は比較的稀である。NOG遺伝子によりエンコードされるNogginタンパクは骨誘導因子に拮抗
的に作用する調節因子であり，骨・関節の発達に重要な役割を果たしている。このNOG遺伝子
変異によって指節癒合などの骨形成異常や，先天性アブミ骨固着症が生じることが知られてい
る。今回，われわれは新規NOG遺伝子変異が同定された先天性アブミ骨固着症例に対しアブミ
骨手術を施行し，良好な聴力改善が得られた症例を経験したので報告する。発端者は６歳女
児。家族歴として，父に幼少時からの両側伝音難聴に対するアブミ骨手術の既往，および合指
症による手術既往，両第５指節融合による短指症がある。父方祖母には難聴はないものの，合
指症による手術既往があった。発端者も幼少時からの両側難聴，および合指症に対する手術既
往，両第５指節融合による短指症があった。前医において，側頭骨CTにてアブミ骨脚肥大が疑
われ，アブミ骨筋反射も認めなかったため，先天性アブミ骨固着症として当科に紹介受診とな
った。初診時の純音聴力検査では，低音域に気骨導差のあるstiffness curveを示す両側60dB程度
の伝音難聴であった。確定診断目的に試験的鼓室開放術を行ったところ，アブミ骨底板の肥厚
と固着，およびアブミ骨前後脚の肥大が認められたため，あらためて炭酸ガスレーザーを用い
たアブミ骨手術を施行した。術後の純音聴力検査では25dBまで改善し，術後２年以上経過した
現在も聴力は維持されている。一方，上記臨床所見や家族歴からNOG遺伝子変異による家族性
NOG-related symphalangism spectrum disorderを疑い遺伝子解析を行ったところ，発端者，
父，父方祖母にc.397A＞T（p.K133*）の新規遺伝子変異が同定された。
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蝸牛型耳硬化症における人工内耳埋め込み術の
治療方針の決定について

小林万里菜、武田　英彦、森　　安仁、三澤　　建、渡部　涼子、熊川　孝三
国家共済組合連合会　虎の門病院

（はじめに）耳硬化症は骨迷路に骨新生および骨吸収が共に起こる海綿状変化によって難聴、耳
鳴を主徴とする疾患で、好発部位は前庭窓前部で、これがアブミ骨の輪状靭帯に波及しアブミ
骨底の硬化をきたすために伝音難聴となる。また、病変が蝸牛骨軸にまで及ぶと神経線維、ラ
セン神経節の退行変性が起こり、感音難聴を来たし、この状態が蝸牛型耳硬化症と呼ばれてい
る。中にはアブミ骨の病変を伴わないものも存在する。我々は2013年に蝸牛型耳硬化症および
van der Hoeve症候群に対し人工内耳埋め込み術を施行した12症例の長期成績と治療戦略を報告
し、当科における「蝸牛型耳硬化症に対する治療方針の流れ」について提唱した。今回、その
後新たに蝸牛型耳硬化症と診断され、人工内耳埋め込み術を施行した4症例の経過ならびに治療
方針の決定のための留意点を中心に報告する。
（症例）
【症例1】53歳男性　既往歴なし。19歳で右聴力低下を自覚。28歳で右補聴器の使用を開始。以
後、左聴力も悪化しステロイド投与など行うも改善せず。Rotteveelらによる側頭骨CT所見分類
ではGrade 2Cで、MRIにて左基底回転に狭窄を認めたため右耳に人工内耳埋め込み術を施行。
鼓室階に軟部組織が認められたが全電極が挿入された。
【症例2】54歳男性　既往歴は高血圧、脂質異常症で家族歴はなし。43歳で右聴力低下を自覚
し、45歳で右補聴器の使用を開始。他院でアブミ骨手術を複数回施行されたが聴力は徐々に悪
化。53歳で左耳の難聴が進行し、会話が困難になり仕事にも支障をきたすようになったため、
54歳で当院受診。側頭骨CT所見分類ではGrade 2Cであり、左耳の方が補聴器の装用効果が高か
ったため右耳に人工内耳埋め込み術施行。基底回転の狭窄を認めたが全電極が挿入された。
【症例3】51歳男性　側頭骨CT所見分類にてGrade 3であり、右人工内耳埋め込み術後の症例で
術後聴取良好であった。しかし、左補聴効果が徐々に悪化し、蝸牛の変性の進行が懸念され、
本人の希望もあり左人工内耳埋め込み術を施行。蝸牛の変性は高度であったが右耳の手術所見
が参考になり全電極が抵抗なく挿入された。
【症例4】44歳女性　25歳で両側耳硬化症の診断。36歳で他院にて左アブミ骨手術を施行。その
後、両側とも聴力が悪化。側頭骨CT所見分類ではGrade 2Cであり、MRIで左基底回転に狭窄を
認めたため右人工内耳埋め込み術を施行。蝸牛開窓部周囲の骨は脆かったが全電極挿入され
た。
（考察）当科では「蝸牛型耳硬化症に対する治療方針の流れ」にそって、現在の人工内耳の適応
ガイドラインを満たし、補聴器装用下のCI-2004による両側の語音聴力検査（単音節・単語・日
常会話文）が30％未満の場合はCT所見に関わらず人工内耳を勧める。また、語音聴力検査が
30％〜50％であり、CT所見で高度の脱灰像が認められれば、より蝸牛周囲の破壊や蝸牛回転の
狭窄の少ない側に人工内耳を勧める。今回の4症例においてもこれらに基づいて治療方針が決め
られた。これまでの経験では蝸牛型耳硬化症では難聴が進行しても比較的補聴器の使用が可能
であるため、蝸牛の病態が進行しても補聴器装用によって経過観察を希望する例も多いといえ
る。今回も語音聴力検査が30％未満になって人工内耳を希望する症例も認められた。しかし、
蝸牛の脱灰や基底回転の狭窄が進行するにつれて手術の難易度が増すことは確かであり、今回
の症例においても電極挿入が不可能な症例はなかったものの、電極挿入に難渋した症例も認め
られた。進行性の蝸牛型耳硬化症における人工内耳埋め込み術を検討するにあたっては、病態
についての情報提供を的確に行い、語音聴力検査、画像検査所見、手術の難易度について十分
説明し、最適な手術時期を考慮して治療方針を決定していくことが重要であろう。
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蝸牛型耳硬化症にて人工内耳埋め込み術を施行した３例

内藤　智之 1、假谷　　伸 2、片岡　祐子 2、浦口　健介 1、牧原靖一郎 1、大道亮太郎 2、
菅谷　明子 2、前田　幸英 2、福島　邦博 3、西崎　和則 2

1香川労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頚部外科、3新倉敷耳鼻咽喉科クリニック

【はじめに】蝸牛型耳硬化症は進行性難聴を呈する疾患で、欧米人と比べて日本人は比較的稀で
ある。難聴が進行した場合は人工内耳の適応となるが、蝸牛の脱灰や骨化により電極の挿入が
困難となる例や、術後に顔面神経刺激症状が出現する例を認めることが知られている。今回、
蝸牛型耳硬化症と診断した3例に対して人工内耳埋め込み術を施行したので、文献的考察を加え
て報告する。
【症例】症例1は62歳女性。38歳時に右混合性難聴にてアブミ骨手術を施行後、57歳時に左急性
感音難聴にてステロイド加療し、補聴器を装用していたが徐々に聴力低下を認め、61歳時に人
工内耳埋め込み術目的に岡山大学病院へ紹介となった。来院時、純音聴力検査では両側とも聾
であり、CT所見にて両側蝸牛周囲に脱灰像を認めた。また、MRI所見では蝸牛内リンパ液の欠
損像はなく聴神経にも明らかな異常はなかった。以上から蝸牛型耳硬化症と診断した。特記す
べき家族歴はなかった。右側はアブミ骨手術後であり手術操作困難と判断し、左人工内耳埋め
込み術を施行した。術中所見では正円窓窩が新生骨で埋め尽くされていたため蝸牛開窓を行
い、全電極を抵抗なく挿入できた。術後6ヶ月では全電極使用可能であり、顔面刺激症状なく装
用閾値の改善が認められた。症例2は71歳女性。50歳時より両耳難聴、耳鳴りにて補聴器装用さ
れ経過観察していたが改善せず、69歳時に人工内耳埋め込み術目的に紹介受診となった。来院
時、純音聴力検査は両側とも聾であり、CT所見にて両側蝸牛周囲に脱灰像を認めた。また、
MRI所見では蝸牛内リンパ液の欠損像はなく聴神経にも明らかな異常はなかったため、蝸牛型
耳硬化症と診断した。家族歴に長女、長女の子、長男、長男の子に骨形成不全を認めた。右側
はわずかではあるが補聴器装用効果を認めたため、左人工内耳埋め込み術を施行した。術中所
見は、正円窓窩の奥が骨性に狭窄しており正円窓の確認が困難であったが、正円窓膜と思われ
る部分を開窓することができ、抵抗なく全電極を蝸牛内に挿入できた。術後6ヶ月ではチャンネ
ル14で顔面刺激症状を認めたが、全電極使用可能であり装用閾値の改善を認めた。症例3は57歳
女性。30歳頃より右難聴、40歳頃より左難聴を認め、補聴器装用するも効果なく、47歳時に人
工内耳埋め込み術目的に紹介となった。来院時、純音聴力検査は両側とも聾であり、CT所見に
て両側蝸牛周囲に脱灰像を認めた。また、MRI所見では蝸牛内リンパ液の欠損像はなく聴神経
にも明らかな異常はなく、蝸牛型耳硬化症と診断された。特記すべき家族歴はなかった。MRI
検査にて右の蝸牛回転の狭窄が疑われたため左人工内耳埋め込み術を施行した。手術所見では
蝸牛開窓後、内腔を確認し電極の挿入時に抵抗を認め一度電極を抜去したが、その後、慎重に
行うと挿入することができた。術直後のNRTにてチャンネル18周囲の電極で顔面刺激症状を認
めたがマップ調整後は、術後音声による会話は可能であった。
【考察】蝸牛型耳硬化症は進行性の高度感音難聴に至り、臨床的にアブミ骨の硬化を認め、CT
画像で蝸牛周囲の脱灰像を呈する。類似疾患としてvan der Hoeve症候群があり、常染色体優性
遺伝、COL1A1、２遺伝子変異が原因とされている。主な症状は難聴、易骨折性、青色強膜で
あり、症例2では骨形成不全の家族歴と合わせてvan der Hoeve症候群の可能性が考えられた。
蝸牛型耳硬化症で両側高度感音難聴に至った症例の聴力再獲得に人工内耳は有効であるとの報
告は多いが、合併症にも注意が必要である。顔面刺激症状は人工内耳埋め込み術症例全体が2〜
15％に対し、耳硬化症症例は25〜78％と報告されている。対策としては蝸牛軸に近づくように
設計されたデバイスを使用することや顔面刺激を誘発する電流チャンネルを下げることが必要
と考えられた。今回、術後に顔面神経刺激症状が出現した症例にマップ調整を必要としが、人
工内耳装用効果は良好で、音声によるコミュニケーションが可能であった。
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蝸牛型耳硬化症に対し人工内耳埋め込み術を施行した症例の検討

竹内万理恵 1、金井　理絵 1、北田　有史 1、吉田　季来 1、坂本　達則 1,3、
西田　明子 1、金丸　眞一 1,2,3

1公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
2公益財団法人　先端医療振興財団　臨床研究情報センター、

3京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】耳硬化症は海綿状変化によってアブミ骨底が硬化し、伝音難聴を呈する疾患である
が、蝸牛軸に海綿状変化が及ぶタイプは蝸牛型耳硬化症と呼ばれており、神経線維やラセン神
経節細胞の変性によって感音難聴をきたす。蝸牛型耳硬化症では病状の進行によって重度の感
音難聴となる場合もあり、このような症例に対して人工内耳埋め込み術が有効であったという
報告もある。しかし蝸牛型耳硬化症では蝸牛骨包の変性とともに蝸牛内腔の狭窄なども進行す
るため、電極の挿入が可能かどうか、術前に予測し難い場合がある。今回われわれは進行した
両蝸牛型耳硬化症に対して人工内耳埋め込み術を施行した。この経験をもとに蝸牛型耳硬化症
に対する人工内耳手術の問題点、手術手技などについて検討する。
【対象と方法】対象は2009年から2017年の間に当科で人工内耳埋め込み術を施行した両蝸牛型耳
硬化症3例4耳である。3症例とも進行性の高度〜重度感音難聴とCTにて蝸牛周囲にリング状の
脱灰像をみとめ、蝸牛型耳硬化症と診断した。CTでの進行度評価法はRotteveelらが提唱してい
る蝸牛周囲脱灰像の位置と範囲による分類を採用した。症例1：55歳男性、純音聴力検査（4分
法）は右全音域スケールアウト、左95.0dB、CT所見は左右ともGrade2Cであった。まず左側の
手術を施行し、8か月後に右側の手術を行った。症例2: 49歳男性、純音聴力検査は右75.0dB、左
93.8dB、CT所見は右Grade2A、左GradeC3であった。左人工内耳埋め込み術を施行した。症例
3：53歳男性、純音聴力検査は右98.8dB、左90.0dB、CT所見は左右ともGrade2Cであった。右人
工内耳埋め込み術を施行した。
【結果】症例１の右側は初めからcochleostomyを施行した。症例１の左側、症例2、3は正円窓が
骨性組織で閉鎖していたため、round window approachを断念し、cochleostomyを施行した。3
例とも蝸牛の骨化と基底回転の狭窄をみとめ、蝸牛内腔に到達する際に難渋した。
cochleostomyをさらに拡大することによって蝸牛内腔を同定することができた。削開の際も蝸
牛骨包の骨化・変性により容易に崩壊し難渋した。症例1は左右ともCI24RE（ST）を挿入し
た。右は22電極すべて、左は22電極中18電極を挿入できた。症例2、3はCONCERTO+FLEX24
の12電極を全て挿入することができた。CI-2004における日常会話文の聴取は症例１は右98％、
左83%、症例2は87%と良好であった。手術直後である症例3は現在のところ35％ではあるが、患
者の満足度は良好である。症例2は人工内耳使用中に顔面痙攣を認めたため、一部の電極の使用
中止を余儀なくされたが、良好な聞き取りを維持できている。
【考察】蝸牛型耳硬化症では蝸牛の骨化、内腔の狭窄などにより蝸牛内腔に到達するまでに難渋
する傾向があった。疾患がさらに進行すると蝸牛内腔の狭窄も進行するため、手術を行う時期
を逃さないようにする必要がある。また、蝸牛型耳硬化症の人工内耳では症例2のように顔面痙
攣が生じることがある。これは内耳骨包の海綿状変化により電流短絡路が形成されやすいこと
が原因であると言われており、挿入電極の一部を非活性にするなどの工夫が必要となる。進行
性の疾患であるため今後も厳重に経過観察を行う予定である。
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耳硬化症に対する人工内耳手術
─術中NRTおよびeABRの有用性の検討─

西村　幸司、松本　昌宏、扇田　秀章、伊藤　壽一
滋賀県立成人病センター　聴覚・コミュニケーション医療センター

【症例】67歳男性。
【現病歴】28歳頃から難聴を自覚した。耳硬化症による両側高度感音難聴に対して45才時に左人
工内耳埋め込み術を行った。49歳時、人工内耳の使用に伴い顔面痙攣が出現した。55歳時には
使用可能電極は11個まで減少した。67歳時には使用可能電極はさらに９個まで減少し、「人の声
が非常に甲高く聞こえる。ボソボソと音は入るが何を言っているかわからない」との訴えがあ
り、リハビリで改善が困難なため右人工内耳植え込み術を希望され当科を受診された。
【術前検査所見】純音聴力検査は全周波数で閾値外。左人工内耳装用下の最高語音明瞭度は60
dB HLで15％であった。側頭骨CTで蝸牛の骨融解を認めたが人工内耳電極の入るスペースは存
在した。
【術前の説明】１．耳硬化症で内耳が骨化した場合は手術が難しくなる。２．対側（右側）に人
工内耳を挿入しても聞こえが必ずしも良くならない可能性がある。３．対側（右側）の人工内
耳の使用による顔面痙攣が出現する可能性がある。以上を患者本人、家族に説明したところ、
それでも手術を強く希望されたために右人工内耳植え込み術の方針となった。
【術中所見】耳後部切開、乳突削開、後鼓室解放、インプラントベッドを作成した。術前側頭骨
CT所見と一致して、後鼓室解放を拡大するも正円窓は視認できなかった。蝸牛開窓を行った
後、鼓室階に蝸牛軸近接型のCochlear®社製CI512人工内耳インプラント（Contour Advance®電
極）を全電極挿入した。術中NRTでは全電極に反応を認めた。電極10番から15番の６電極では
電流を増加させるとNIMモニターで顔面神経刺激による誘発筋電図が観察された。加えて、
eABR波形に 顔面神経刺激による誘発筋電図が電極９番、11番、12番電極で混入した。
【術後のマッピング】術後9日目に音入れを行った。全電極が使用可能で術中NRTで顔面神経刺
激を認めた刺激電流量まで電流を上げなくても十分なラウドネスが得られたために、申告値に
基づき最小電気刺激値と最大電気刺激値を調整した。顔面痙攣を起こすことなく全電極を使用
するマップの作成が可能であった。
【考察】耳硬化症に対して人工内耳手術後の顔面痙攣の合併症は最も高い報告によると78％であ
り一般の人工内耳手術例に比べて高率に生じる。耳硬化症による骨病変が蝸牛基底回転上方と
顔面神経迷路部を隔てる骨を菲薄化させること、同部位の骨の海綿状変化がインピーダンスを
低下させシャント電流が顔面神経を刺激するメカニズムが考えられている。耳硬化症に対して
の人工内耳手術においては蝸牛外への電流漏出を軽減させるために蝸牛軸近接型の電極の選択
が推奨されている。術中のNRTおよびeABR計測時に生じた 顔面神経刺激（電極番号および閾
値）の情報は、術後顔面痙攣を避けるマッピングの作成に有用と考えられた。
【まとめ】耳硬化症に対する人工内耳手術を施行した。術中NRTおよびeABRは術後の顔面痙攣
を避けるマッピングの作成に有用であった。
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Pendred症候群疾患特異的 iPS細胞を用いた
in vitro 慢性障害モデルの検討

細谷　　誠 1、藤岡　正人 1、佐伯　　翼 2、西山　崇経 1、松崎佐栄子 1,5、
松永　達雄 3,4、小川　　郁 1

1慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2慶應義塾大学　医学部　生理学教室、
3国立病院機構東京医療センター　感覚器センター、

4国立病院機構東京医療センター　臨床遺伝センター、5医療法人財団順和会　山王病院

我々は、これまでPendred症候群患者由来 iPS細胞の樹立とその疾患内耳細胞の誘導により細
胞レベルでの病態を in vitroで検討し、異常PENDRINタンパクの凝集体を伴う細胞ストレス耐
性の低下を発見することで、新規治療標的としてオートファジー経路を見出した。さらに薬剤
スクリーニングを行い、本疾患の治療候補剤としてメトホルミンおよびラパマイシン（シロリ
ムス）を同定してきた（特願2015-007849）。一方で、今後この疾患特異的 iPS細胞研究から同定
された本剤を実際にPendred症候群の難聴治療薬として臨床応用するためには、関連法規を遵守
した臨床治験、それに必要な非臨床試験など、いくつかの満たさなければいけない条件があ
る。本発表では、オートファジー誘導を標的とした治療の実用化に向けて現在行っている開発
研究のひとつとして、疾患特異的iPS細胞を用いたin vitro 慢性モデルを確立し、疾患細胞の特
徴をコントロール細胞と比較検討すると同時にシロリムスの有効性を検討した。これまでの
Pendred症候群患者由来 iPS細胞から誘導した内耳外ラセン溝細胞を用いた検討で、我々は、プ
ロテアソーム阻害による細胞ストレス負荷時に、シロリムスが免疫抑制剤として本剤を使用す
るときのヒト血中トラフ濃度（10ng/ml）の約1/10〜1倍の低濃度で細胞保護効果を示すことを
明らかにしたが（2016年日本耳科学会学術講演会）、一方で、この検討は急性傷害モデルでなさ
れたものであり、Pendred症候群にみられる慢性緩徐進行性難聴の表現型を再現できていないの
ではないかという懸念があった。そこで本研究では、in vitro 慢性モデルとして、ストレス剤な
しで iPS細胞由来内耳外ラセン溝細胞を長期培養し、その生存率を正常 iPS細胞由来細胞と疾患
特異的 iPS細胞由来細胞の間で比較検討した。検討の結果、疾患特異的 iPS細胞由来細胞は正常
細胞に比して長期培養時の細胞生存率は低下していた。さらに、この慢性モデルにおいてシロ
リムス投与による細胞保護効果について検討したところ、急性傷害モデルと同様に低濃度のシ
ロリムスの培地中への持続投与によって細胞生存率が改善することがわかった。これらの結果
から、in vitroにおける疾患特異的iPS細胞由来細胞の表現形は、Pendred症候群における変動性
緩徐進行性難聴の病態を細胞レベルで再現しているものと考えられた。また同時に本検討か
ら、低用量でのシロリムス投与は、Pendred症候群患者でストレスや頭部外傷などによって生じ
る急性・一過性の難聴発作のみならず、難聴の進行を抑制する可能性が示唆された。本研究
は、慶應義塾大学医学部生理学教室　岡野研究室（岡野栄之教授）との共同研究である。
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Pendred症候群患者特異的 iPS細胞由来内耳細胞における
PENDRINタンパク質の局在の検討

佐伯　　翼 1、藤岡　正人 2、細谷　　誠 2、西山　崇経 2、松崎佐栄子 2,5、
松永　達雄 3,4、小川　郁 2

1慶應義塾大学　医学部　生理学教室、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科教室、
3国立病院機構東京医療センター　感覚器センター、

4国立病院機構東京医療センター　臨床遺伝センター、5医療法人財団順和会　山王病院

【背景】Pendred症候群は、両側進行性の難聴と甲状腺腫を併発する遺伝性の疾患である。本疾
患は、原因遺伝子SCL26A4は1価の陰イオン交換輸送体であるPENDRINをコードしているにも
かかわらず遺伝型と表現型が相関しないなど、病態について不明な点が多く、また、ヒトの変
動性難聴を完全に再現できるモデル動物が作成されていないことから、病態解析や治療法の探
索が困難であった。我々は、ヒトES/iPS細胞から蝸牛上皮におけるPENDRIN発現細胞である
外らせん溝細胞様細胞の高効率な誘導に成功しており（特開2015-231365）、Pendred症候群患者
由来のiPS細胞を用いたin vitroでの病態解析から、異常PENDRINタンパクの凝集体を伴う細胞
ストレス耐性低下をを見出した（内耳変性疾患）(Hosoya et al. 2017)。今回我々は、健常者、患
者 iPS細胞由来の内耳細胞におけるPENDRINタンパク質の詳細な細胞内局在について、免疫電
子顕微鏡法により検討を行った。
【方法】健常者由来iPS細胞（WD39）及びPendred症候群患者由来iPS細胞（H723R#16）から蝸
牛外らせん溝細胞を誘導し、DMSO処理群、及びプロテアソーム阻害剤であるepoxomicin処理
群（0.5μM, 15hr）それぞれの細胞について、PENDRINに対する特異抗体（Santa Cruz, G19）
を用いて染色を行い、透過型電子顕微鏡（JEOL 1230）により観察を行った。
【結果】健常者及び患者由来の外らせん溝細胞で細胞質全体にPENDRINのシグナルが観察さ
れ、いずれのサンプルでも細胞膜直下に比較的強いシグナルが観測された。両細胞ともに細胞
膜に比較的近いが接していない細胞質内に、周囲と比べて電子密度が低いが隔壁構造を持たな
い細胞内小器官と思われる構造を認め、epoxomicin処理を行ったPendred症候群患者 iPS由来の
外らせん溝細胞では、この構造にPENDRINのシグナルが高密度で集積している様子が観察され
た。
【考察】我々は、上述の細胞内小器官様構造体を小型霊長類モデルのコモンマーモセット蝸牛切
片における透過電子顕微鏡でも外らせん溝細胞に確認している。これまでにヒト iPS細胞由来内
耳細胞で報告してきたPENDRINの細胞内凝集体と異常PENDRINの集積は、とくに霊長類に顕
著に見られる何らかの細胞内小器官を巻き込んだ現象である可能性がある。マウスモデルでこ
れまで明らかにされてこなかったPendred症候群外らせん溝細胞の細胞内凝集体とそれに伴う細
胞ストレスへの脆弱性について、今後更なる病態生理研究を展開したい。本研究は、慶應義塾
大学医学部生理学教室 岡野研究室（岡野栄之教授）との共同研究である。

Otol Jpn 27 (4) :371 , 2017

O-37



iPS細胞から機能的なコネキシン26ギャップ結合複合体を構築する
細胞への分化誘導

福永　一朗 1,2、池田　勝久 1、神谷　和作 1

1順天堂大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座、
2順天堂大学大学院　医学研究科　老人性疾患病態・治療研究センター

【背景】先天性難聴は1000出生に1人と高頻度で発生し、その半数以上が遺伝性とされている。
近年、多くの原因遺伝子が同定されており、随伴症状を伴わない非症候群性難聴においては原
因遺伝座が100以上明らかになっている。特に、コネキシン26（Connexin26, Cx26）をコードす
るGap Junction Beta 2（GJB2）遺伝子が原因となる難聴は世界で最も発生頻度が高く、本邦に
おいても先天性難聴の25〜30％がGJB2遺伝子の変異による難聴であると報告されている。コネ
キシン26は、蝸牛支持細胞や線維細胞で発現し、細胞間においてイオン輸送を行うギャップ結
合（Gap Junction, GJ）を構築する重要な要素であり、内耳リンパ液中のイオン組成を保つこと
で音の振動を神経活動へ変換することを可能としている分子である。
これまで我々は、GJB2変異難聴モデルマウスを開発し、コネキシン26の欠損によるギャップ

結合プラーク（gap junction plaque, GJP）の崩壊を明らかにした（Kamiya et al., J Clin Invest.
2014）。また、GJB2変異難聴モデルマウスに対し、アデノ随伴ウィルスを用いてGJB2遺伝子を
導入することで、コルチ器の正常な立体構造の形成や聴力の回復に成功した（Iizuka et al., Hum
Mol Gnenet. 2015）。
近年、難聴に対する細胞治療や疾患モデル細胞への適用を目指し、ES/iPS細胞から内耳細胞

への分化誘導法が複数報告されている。しかし、いずれの報告も蝸牛有毛細胞を対象としてお
り、コネキシン26を発現する細胞やコネキシン26陽性のギャップ結合プラークを構築する蝸牛
支持細胞への分化誘導法は報告されていなかった。
【目的】本研究では、GJB2変異難聴の細胞治療および疾患モデル細胞への適用を目指し、iPS細
胞からコネキシン26陽性のギャップ結合プラークを構築する細胞への分化誘導法を開発するこ
とを目的とした。
【方法】マウス iPS細胞の分化誘導法は、既に報告されているES/iPS細胞から内耳細胞への分化
誘導法を改良した。
【結果】無血清凝集浮遊培養法（SFEBq法）を用いて iPS細胞から胚様体を作製した。培養条件
は、コネキシン26およびコネキシン30のｍRNA発現量を指標として検討した。胚様体の一部に
おいてコネキシン26陽性のギャップ結合プラーク様構造を構築する細胞集団が確認された。作
製した胚様体を、接着培養することによりコネキシン26陽性のギャップ結合プラークを均一に
構築する細胞シートを作製した。同細胞は、ギャップ結合を介した物質輸送能を有していた。
さらに、発達期蝸牛に特有なカルシウムシグナルの自家発火とその伝播が観察された。
【結論】我々は、iPS細胞からコネキシン26陽性のギャップ結合プラークを均一に構築する細胞
シートの作製法を開発した（Fukunaga et al., Stem Cell Reports. 2016）。同細胞は、GJB2変異難
聴に対する細胞治療や疾患モデル細胞、薬剤スクリーニング等への適用が期待される。

Kamiya K, Yum SW, Kurebayashi N, Muraki M, Ogawa K, Karasawa K, Miwa A, Guo X,
Gotoh S, Sugitani Y, Yamanaka H, Ito-Kawashima S, Iizuka T, Sakurai T, Noda T, Minowa O,
Ikeda K.  Assembly of the cochlear gap junction macromolecular complex requires connexin 26.
J Clin Invest. 2014; 124（4）, 1598-1607.

Iizuka T, Kamiya K, Gotoh S, Sugitani Y, Suzuki M, Noda T, Minowa O, Ikeda K. Perinatal
Gjb2 gene transfer rescues hearing in a mouse model of hereditary deafness. Hum Mol Genet.
2015; 24（13）: 3651-3661.

Fukunaga I, Fujimoto A, Hatakeyama K, Aoki T, Nishikawa A, Noda T, Minowa O, Kure-
bayashi N, Ikeda K, Kamiya, K. In Vitro Models of GJB2-Related Hearing Loss Recapitulate Ca
2+ Transients via a Gap Junction Characteristic of Developing Cochlea. Stem Cell Reports. 2016;
7（6）: 1023-1036.
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EYA4遺伝子変異特異的疾患 iPS細胞の樹立

松崎佐栄子 1,2、藤岡　正人 2、細谷　　誠 2、佐伯　　翼 2、阿部　聡子 3、西尾　信哉 4、
松永　達雄 5、宇佐美真一 4、小川　　郁 2

1医療法人財団順和会　山王病院、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、
3虎の門病院　耳鼻咽喉科　聴覚センター、4信州大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、

5国立病院機構　東京医療センター　臨床研究センター

［はじめに］2007年に山中らにより報告されたヒト人工多能性幹細胞（以下 iPS細胞）は、原理
的に身体中のほぼ全ての細胞を試験管内で作成できることから、疾患細胞を生検しづらい組織
を中心に、様々な分野で遺伝性疾患の病態解明のための細胞モデルとして用いられている（ヒ
ト疾患特異的 iPS細胞研究）。両側進行性難聴の病態を理解する目的で、今回我々は、進行性難
聴を呈するEYA4遺伝子変異患者2症例から、内耳疾患特異的iPS細胞としてEYA4遺伝子変異特
異的 iPS細胞を樹立したので報告する。
［症例］症例1： 48歳女性。9歳頃より難聴は自覚していたが検診で指摘されたことはなく、24歳
時の就職時検診にてはじめて聴力検査を受けて難聴を指摘された。35歳時にめまい発作を伴い
両側難聴が急速に進行し、その後も難聴は緩徐進行していた。補聴器買換目的で前医受診、聴
力は純音聴力検査（4分法）にて右72.5dB、左70.0dB、最高語音明瞭度は右80%左50%、耳音響
反射は両側解発不良だった。その後、直近5年間でも緩徐進行性難聴あり。長男が一側性変動性
難聴を罹病したことを契機に家族で難聴遺伝子検査を希望し、次世代シークエンス（NGS）に
てEYA4遺伝子p.P323Efs*80/958_961del ヘテロ変異を認めた。長男については変異を同定でき
なかった。　症例2: 46歳男性。38歳から補聴器装用、同世代から補聴器装用した母と、すでに
補聴器装用した妹があり、妹の長女も難聴を指摘されている。聴力は純音聴力検査（4分法）に
て右63.8dB、左65.0dB、最高語音明瞭度は右90%左90%、耳音響反射は両側解発不良だった。難
聴遺伝子検査により同遺伝子p.Q393X ヘテロ変異を確認した。
［方法］患者血液検体にエピソーマルベクターを用いて電気穿孔法により遺伝子導入を行った。
コロニーを単離した後、プラスミド残存のないことを確認してから、未分化能の維持および三
胚葉系への分化能を評価した。
［結果］未分化能を維持し、三胚葉系への分化能をもつ、疾患特異的 iPS細胞が樹立された。
［考察］EYA4遺伝子変異は常染色体優性非症候性難聴であるDFNA10を引き起こし、臨床的に
は20-30歳代より発症する、全周波均一・緩徐に右下がりの両側進行性感音難聴を呈する。今回
EYA4遺伝子変異を確認した2症例は、難聴症状もDFNA10の臨床像に合致していた。本iPS細胞
を用いて病態解析や創薬スクリーニングを展開することで、DFNA10の進行性難聴を抑制する
新規治療法開発につながる可能性がある。
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ヒト iPS細胞由来内耳オルガノイドにおける神経細胞の解析

栗原　　渉 1、藤岡　正人 2、吉田　知彦 1、細谷　　誠 2、小川　　郁 2、小島　博己 1

1東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頚部外科

【背景】
蝸牛神経は内耳有毛細胞と蝸牛神経核を結ぶ双極性神経細胞軸索の集合である。内耳における組織採

取はその行為自体が難聴を引き起こし、ヒト蝸牛神経節細胞を生検することは困難なことから、その基
礎研究には主に齧歯類やモルモットなどの実験動物が使用されてきた。こうした状況に対し、近年国内
外でヒト幹細胞を用いて蝸牛神経節細胞様細胞を作製するプロトコールが報告されている（文献1,2）。
ヒト蝸牛神経節細胞様細胞を in vitroで作製することで、薬剤スクリーニングや細胞移植医療のソース
としての利用が期待される。今回、我々は新規プロトコールにより内耳オルガノイド（ディッシュ上で
作製される立体組織）を作製し、蝸牛神経節細胞の特徴を有する神経細胞群を確認したので報告する。
【目的】
新規プロトコールにより作製したヒト iPS細胞由来内耳オルガノイドの神経領域の特徴を明らかにす

る。
【研究方法】

Hosoyaらの内耳前駆細胞誘導法（文献3）の変法によりヒト iPS細胞から内耳前駆細胞様細胞を誘導
した。続いて、同細胞を三次元培養下の分化条件へと移し、内耳オルガノイドを作製した。凍結切片を
作製して免疫組織染色によりオルガノイドの内部構造を解析し、また、アデノ随伴ウイルス（AAV）
を用いて神経細胞を標識した。さらに、パッチクランプとCaイメージングにより、作製した神経細胞
の機能解析を行った。
【研究結果】
まず、本プロトコールではiPS細胞の未分化性と増殖能の維持に優れるStemFitAK02N®に維持培養液

を変更し、それに伴い内耳前駆細胞誘導法を最適化した。内耳前駆細胞様細胞を非接着ディッシュの上
で分散培養を行うことでオルガノイドが形成された。免疫組織染色の結果から、このオルガノイドは培
養初期には内部に耳胞様の上皮構造を有し、さらに培養を継続すると、オルガノイド表面に露出するよ
うに感覚神経細胞マーカーBRN3A陽性細胞が出現した。また、MYO6陽性細胞（有毛細胞様細胞）は
オルガノイド内部に集塊を作って存在している様子が散見され、この細胞群は感覚神経領域とは異なり
オルガノイド中心付近に局在していた。培養オルガノイドにAAV synapsin promoter :: EGFPレポータ
ーウィルスを感染させたところ、突起を有するニューロン様細胞が多数蛍光標識され、これらの細胞の
パッチクランプ記録において、電位依存性Naチャネル電流と活動電位、シナプス入力様のグルタミン
酸受容体自発電流、および、複数の興奮性応答パターンが観察された。この応答は、マウス神経節細胞
で報告されている周波数特性に応じたKチャネル発現量に依存した興奮パターン（文献4）に類似して
いた。さらに、AAV synapsin promoter :: GCaMP6の感染による細胞内Caイメージングの結果、遺伝
子導入されたニューロン様細胞の大部分が細胞外カリウム濃度上昇による興奮を示した。これらより内
耳前駆細胞様細胞からニューロンへの形態的・機能的分化が確認された。
【考察】
ヒト iPS細胞より作製した内耳前駆細胞様細胞の三次元培養を行うことで、ヒト内耳オルガノイドを

作製し、神経細胞に着目し解析を行った。この培養プロトコールにおいてオルガノイド表面に得られた
神経細胞は、免疫染色による発現遺伝子解析と、電気生理学的特徴より、蝸牛神経節細胞を模倣した特
徴を有する細胞であると考えられた。作製したオルガノイドは長期間安定して培養することが可能であ
る。今後、蝸牛神経に対する保護作用を有する薬剤の探索に活用していく予定である。
【結論】
ヒト iPS細胞由来内耳オルガノイドを作製した。表面に露出する蝸牛神経様細胞は機能を有し、今

後、薬剤スクリーニングなどに活用可能と考えられた。
【謝辞】
本研究は東京慈恵医科大学再生医学研究部、岡野James洋尚教授、同大神経科学研究部、永瀬 将志博

士、加藤 総夫教授との共同研究である。
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ES細胞から分化誘導した内耳有毛細胞のキャラクタリゼーション

阪上　雅治 1、吉川　正英 2、北原　　糺 1

1奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科学、2奈良県立医科大学　病原体・感染防御医学

【目的】
哺乳類の内耳有毛細胞は再生できないとされている。高増殖性で多分化能を有するES細胞や

iPS細胞は、内耳有毛細胞を人工的に作製するための有力なソースであり、分化プロセスの解明
や細胞移植に応用可能と考えられる。過去にES細胞から内耳有毛細胞への分化誘導の試みが
種々報告されている。そこで、今回我々は、更なる分化誘導法の検討と、得られた細胞のキャ
ラクタリゼーションを行った。
【方法】
有毛細胞の分化マスター遺伝子Math1をTet-Onシステムにより発現制御可能なES細胞株（M-

ES）として樹立した。M-ES細胞から胚様体（EB）を形成後、ドキシサイクリン添加による
Math1遺伝子発現誘導（Dox）、内耳有毛細胞分化補助特性を有するST2細胞株の培養上清を用
いた分化誘導（HIST2）、あるいはそれらを組み合わせて（Dox+HIST2）培養し、有毛細胞関
連マーカ―（Pou4f3、Myosin6等）の発現をreal time PCRおよび細胞免疫染色にて解析した。
【成績】

HIST2、Dox+HIST2の順に有毛細胞関連マーカ―の発現は亢進した。また、前庭・蝸牛有毛
細胞特異的マーカーによる解析では、分化誘導法による偏移が認められた。
【結論】

Math1遺伝子発現誘導とHIST2の組み合わせは、高効率に内耳有毛細胞を分化誘導し得る。

Otol Jpn 27 (4) :375 , 2017
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ラセン器外有毛細胞の共振性周波数弁別能

森満　　保
宮崎大学名誉教授

脊柱動物の聴覚は極めて優れている。例えば数千頭の大集団のオットセイ群でも、親子がお
互いの鳴き声を聞き間違うことは絶対に無い。人も親・兄弟・姉妹の声は勿論の事、数百人の
級友の声を正確に聞き分けている。所が今日まで、我々はその鋭敏さを、ラセン器の機構とし
て明確に説明出来ずにいた。

2015年に、頭鳴や耳鳴の研究中に、外有毛細胞のプレスチン性短縮によって、蓋膜下面の不
動毛固着部のみが引き下げられ、無音時には離れている内有毛細胞感覚毛に、接触するイメー
ジが生まれた。
人の外有毛細胞は総数20,000個と言われ、人の可聴範囲20Hzから20,000Hzにほぼ合致する。

その体長は、最短30mμから最長90mμであるが、体長順に3〜4列に並び、蝸牛管の基部から最
頂部までラセン状に整然と並んでいて、その様は正に2万枚の鍵盤をもつ木琴：シロフォンと同
じである。
特に興味深いのは、各外有毛細胞は互いに間隔を置いて、1個のダイテルス細胞上端に孤立し

ているが、球面状の細胞下端は受け皿状の窪みに嵌め込まれ、頭部は網状膜のクチクラ板に固
定されており、互いに自由に固有振動する事が構造的にも可能なことである。しかも、ダイテ
ルス細胞の体側からは長い指節突起が出て網状膜に接合しており、それは網状膜とダイテルス
細胞の受け皿との間隔を一定に維持することで、外有毛細胞の共振が正常に機能するためと理
解される。
従って、例えば固有振動数100Hzの外有毛細胞が、100Hzの刺激音に共振すると、プレスチン

が活性化されて体長が短縮し、不動毛が固着している蓋膜部位のみが引き下げられて畝が出
来、無音時には遊離している内有毛細胞感覚毛と接触して、神経興奮が起こることになる。
また蓋膜に関しても、従来の図では分厚く、その先端縁は遊離して巻き上がっているが、そ

れは正常な姿ではない。最近の低真空走査型電顕や走査型顕微鏡プローブでの所見では、蓋膜
の先端縁は、繊維が杭状に縒り固められて、ヘンゼン細胞に固着されており、その杭の数は外
有毛細胞に匹敵する程である。蓋膜全体は、細長く帯状の縞が透けて見えるが、裏返してみる
と外有毛細胞のW字型不動毛先端の圧痕が見られる。その直上にはコラーゲン繊維が無数に走
っており、不動毛の蓋膜先端と接着している様に見える。その線維の走行は、全体として表面
から斜め下方に走っており、蓋膜は外下方向に牽き下げられている様である。また蓋膜は透明
で軟弾性に富んでおり、正常では、かなり引き延ばされてヘンゼン細胞に接着されているの
で、外有毛細胞のプレスチン性短縮が解けると、出来ていた畝は自力で消えると思われる。
なお蓋膜は、血管条で産生される＋90ｍVに帯電したリンパ液に浸されているので、蓋膜に突

き刺さっている外有毛細胞の不動毛は当然＋90mVに帯電しており、－60ｍVの外有毛細胞に電
流が流れ込む筈であるが、この3列の不動毛の毛根は、絶縁性のクチクラ層内で終わっており、
その心配は不要である。
しかしながら、内有毛細胞の感覚毛根は、クチクラ層を貫通して細胞内に深く刺入されてお

り、音刺激で蓋膜に接触すると、その度合いに応じた電気刺激がオルガネラに加わり、相当量
のグルタミン酸がシナプスに放出されることになっている。
ここで興味ある問題は、2万個の外有毛細胞が折角2万音階に分けて感受した情報を受け取る

内有毛細胞が、僅かに５分の１足らずの3,500個であることである。内有毛細胞１個が、５個の
外有毛務細胞からの情報を感受し、処理することになり、外有毛細胞1個に対して、15本の感覚
毛と４本のラセン神経節ニューロンのシナプスでの対応は、可成り困難ではないかと危惧され
る。しかし、現実には楽器は440Hzを基準に数Hz刻みの調律が行われている。また絶対音感を
持った人は1 Hzの音階を聞き分けられるという。3,500個の内有毛細胞に、20本ずつ計7万本のラ
セン神経節ニューロンによって、うまく解決しているのであろう。我々は有史以来、内有毛細
胞にそっくりの外有毛細胞に騙され続けてきたのである。外細胞は共振による周波数弁別を担
当してきたのである。
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内耳発生におけるSox2転写因子によるNrarpの制御機構の解明

喜多　知子、山本　典生
京都大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【目的】　Sox2は感覚器の発生にかかわる重要な転写因子とされる。内耳でも最近、前駆細胞か
ら有毛細胞への分化を担うAtoh1転写因子の活性調節を行っていると報告された。しかしなが
ら、Sox2は有毛細胞以外の支持細胞や神経前駆細胞にも発現しており、多様な細胞分化に関与
していると考えられているが、調節機序の詳細は未だわかっていない。
【方法】　E12.5とE13.5のマウス蝸牛サンプルを用い、Sox2抗体によるChIP-Seq（クロマチン免
疫沈降-次世代シーケンス）解析を行ったところ、Nrarp（NOTCH regulated ankyrin repeat
protein）という遺伝子に結合していることがわかった。そこでNrarpの in situ hybridyzationを
行った結果、内耳発生期E10.5から徐々に発現が認められた。先端科学技術大学院大学（別所
研）よりNrarp KOマウスを入手し、内耳形態に関する観察を行った。
【結果】　Nrarp KO新生仔マウスの内耳において、有毛細胞および支持細胞の数にコントロー
ルとの顕著な違いは認められなかった。またNrarp overexpressマウスの内耳においても異常は
見られなかった。現在、Nrarpの発現様式の詳細およびその役割について、LacZマウスおよび
siRNAによる蝸牛器官培養系により検討を進めている。Sox2陽性内耳前駆細胞が、Atoh1によ
り有毛細胞への分化するのに伴い、Sox2発現は細胞間でダイナミックに変化する。有毛細胞の
分化・支持細胞の維持に関わるSox2の制御メカニズムを解明していきたい。本研究のうちChIP-
Seq解析は、理化学研究所のCDB神戸研究所・感覚器官発生研究チーム（Ladher）とCLST・分
子配列比較解析ユニット（門田）との共同で行われたものである。
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繊毛機能不全による聴覚障害のメカニズム
─繊毛病関連蛋白 Ickによる平面内細胞極性の制御─

坂口　博史 1、岡本　志央 1、茶屋　太郎 2、古川　貴久 2

1京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、
2大阪大学　蛋白質研究所　分子発生学研究室

【はじめに】
繊毛病とは、繊毛を形成する繊毛関連分子の異常により引き起こされる疾患の総称であり、

1990年代から認識されるようになった比較的新しい疾患概念である。繊毛病においては、繊毛
関連分子をコードする遺伝子変異により、内耳、網膜、腎臓など多数の臓器が障害されること
が知られている。その中でも特にAlstrom症候群やUsher症候群は、聴覚・視覚とも障害される
重篤な感覚器疾患である。
内耳において繊毛は有毛細胞の動毛という形で存在しているため、動毛の機能不全が繊毛病

の難聴に関与する可能性が予測される。しかしながら、感覚毛である不動毛に比べて、動毛が
聴覚に与える影響については研究が非常に少なく、有毛細胞における繊毛関連蛋白の機能につ
いても不明な点が多い。そこで我々は、繊毛関連蛋白をコードし、ヒトの劣性遺伝疾患である
Endocrine-cerebro-osteodysplasia（ECO）症候群の原因遺伝子である intestinal cell kinase
（Ick）の欠失モデルマウスを用いて、繊毛機能不全が内耳にもたらす影響について研究した。
【結果】
まず、Ickの発現を胎生期および生後発生期のマウス蝸牛を用いて in situ hybridizationにより

調べた。胎生期において Ickはコルチ器の上皮細胞に高発現していたが、生後徐々に発現が低下
していた。これらの結果より、Ickはコルチ器の発生に関与する可能性が示唆された。
次いで、Ick欠失の内耳形成への影響を調べるため、Ick欠失（Ick-KO）マウスにおいて蝸牛

およびコルチ器の形態を観察した。Ick-KOマウスは胎生致死のため、胎生期の内耳を観察した
ところ、Ick-KOマウスでは蝸牛の長軸方向の長さが短縮し、コルチ器で外有毛細胞の列が増加
していた。このことから、Ickは蝸牛発生過程において上皮が長軸方向に伸長する、いわゆる収
斂伸長の過程に必要であると考えられた。
さらに走査電子顕微鏡を用いて有毛細胞頂面の形態を観察すると、不動毛の配列や動毛の位

置などに異常が見られ、細胞の平面内細胞極性（planner cell polarity：PCP）が障害されてい
ると考えられた。これらの表現型は、過去に報告された他の繊毛蛋白 Ift88を欠失したマウスの
表現型と類似していた。一方で、動毛と不動毛の位置関係に注目すると、コントロールマウス
では動毛は常に最も長い不動毛と近接して局在していたが、Ick-KOマウスでは離れて局在する
傾向がみられた。定量的な画像解析においても、コントロールと比較して Ick-KOマウスでは不
動毛配列の極性と動毛位置の極性との解離が有意に大きいことが判明した。これらの結果よ
り、Ickは発生期の蝸牛におけるPCP形成、とりわけ動毛と不動毛の配置を決定する段階におい
て、両者の協調的な移動に重要な役割を果たすと考えられた。
【結論】
今回の研究により、繊毛病関連蛋白である Ickは内耳において繊毛形成と蝸牛有毛細胞のPCP

形成を制御し、聴覚機能の成立に関わることが示唆された。さらに、このようなPCP異常が聴
覚に及ぼす直接的な影響について組織特異的な機能欠失モデルを用いて解析を進めている。
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不動毛の「根」の低形成と難聴

北尻真一郎 1、伊藤　壽一 2

1信州大学　医学部　人工聴覚器学講座、2滋賀県立成人病センター研究所

TRIOBP遺伝子変異は、ヒト遺伝性難聴DFNB28の原因となっている。これには主に3種類の
アイソフォームが存在する。すなわち最も長いTRIOBP5、N末端側のTRIOBP4、C末端側の
TRIIOBP1で、TRIOBP4とTRIOBP1には共通配列がない。　このTRIOBPは、不動毛から細胞
質へ伸びるアクチン束の根を形成している。われわれはTRIOBP4がアクチン線維を束ねる活性
をもつことを無細胞系で示した。またTriobp4/5ノックアウトマウスは根がまったく形成でき
ず、生下時より聾である。このことはTRIOBP5も根の形成に機能していることを示唆するが、
TRIOBP4とTRIOBP5の機能の違いは分かっていなかった。この点に関して、以下の検討を行っ
た。　まず、TRIOBP4とTRIOBP5の局在を検証した。TRIOBP4配列はTRIOBP5配列の一部で
あるため、特異的抗体を作製することができない。そこでGFPタグ付きTriobp4トランスジェニ
ックマウスを作製し、GFPのシグナルでTRIOBP4の局在を検討した。その結果、TRIOBP4は根
に加えて、不動毛内で根元にある密度の濃いアクチン束（コア）にも発現していることが分か
った。一方、TRIOBP5は特異的抗体により、根に限局しての発現が確認された。　次に機能の
違いを明らかにすべく、Triobp5特異的ノックアウトマウスを作製した。このマウスは
Triobp4/5ノックアウトマウスとは異なり、残存聴力があり進行性難聴をしめした。走査型電子
顕微鏡およびコンフォーカル型蛍光顕微鏡では、いったん正常に発生した不動毛が変性してい
くのが観察された。透過型電子顕微鏡では、根は低形成になっているものの完全には欠損して
おらず、コアがいくつかに分かれていることが示された。　TRIOBP5が欠損した場合、TRI-
OBP4が発現しているにも関わらず難聴を呈することは、TRIOBP4とTRIOBP5の機能は異なっ
ており完全には代償されないことを示す。TRIOBP5が欠損した際にTRIOBP4のみでは細い根し
か形成できなかったことにより、TRIOBP5にもアクチン束化活性があり、十分に太い根を形成
する上で必要であることが示される。またTRIOBP4単独でも細いながら根を形成できたことか
ら、TRIOBP4は根の発生に関与していると考えられる。　全く根が欠損しているTriobp4/5ノ
ックアウトマウスは生下時より聾であるのに対して、細いながらも根が存在するTriobp5特異的
ノックアウトマウスは残存聴力があり進行性難聴をしめした。このことより、根の形状と聴力
には相関があると考えられる。実際、ヒト遺伝性難聴DFNB28患者のうち、TRIOBP4とTRI-
OBP5の両方が欠損する変異をもつものは先天聾であるのに対して、TRIOBP5のみが障害され
る変異をもつ患者には残聴がある。このヒトとマウスでの表現形の一致は、マウスでの所見が
ヒト病理を表している可能性がたかいことを示している。また加齢性難聴のゲノムワイド解析
でTRIOBP遺伝子に高い相関がみられており、TRIOBP変異による進行性難聴は一般の加齢性難
聴にも関与する可能性が示唆される。
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内耳障害とストレスの関連性の解明
─IP3受容体stype1KOマウスの蝸牛内同受容体タンパク量─

長沼　英明 1、斎藤雄一郎 2、御子柴克彦 3

1北里大学 医学部 新世紀医療開発センター、先端医療開発部門、神経耳科学、
2日本大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、

3理化学研究所 脳科学総合研究センター 発生神経生物研究チーム

【目的】
突発性難聴･メニエール病などの発症と精神的･肉体的ストレスなどの環境ストレスとの関連

性が指摘されている。一方、細胞内カルシウムイオン濃度の調節をはじめ、多くの生理機能を
持つことが報告されている受容体である Inositol trisphosphate receptor（IP3受容体）の機能が
小胞体ストレスにより破壊され神経細胞死が誘導されること、細胞のストレス応答機構の分子
メカニズムがMikoshibaらにより解明された。
これまで我々は、1）蝸牛Boettcher細胞、外らせん溝細胞にIP3受容体type1（IP3R1）は豊富

に存在していること、2）IP3R1はBoettcher細胞の小胞体膜に存在すること、3）IP3R1KOマウ
スではhomo（－/－）、hetero（+/－）、WT（+/+）の順でABR閾値が上昇していること（図
1）などを報告してきた。今回は同KOマウスにおける蝸牛の IP3R1タンパク量について報告す
る。
【方法】

Western Blotting法（WB）によるIP3R1のタンパクの半定量を行った。13-17 日齢の 同KOマ
ウス（理化学研究所、脳科学総合研究センター、発生神経生物研究チームより供与）、WT
（+/+）、hetero（+/－）、homo（－/－）の各群を使用し、左右の蝸牛を摘出後、タンパクを抽
出し－30℃で凍結保存した。1匹分左右2耳・総タンパク量5μg/wellに調整し、SDS-PAGE電気
泳動・転写した。1次抗体は抗 IP3受容体 type1 Rat抗体（モノクローナル）：4C11（同施設より
供与）を使用し、増強化学発光させ解析した。
【結果】

homo（－/－）では IP3R1タンパクは認められなかった（図2）。この結果をふまえ、WT
（+/+）、hetero（+/－）の各群6匹（12耳）を用いてWBを行い、hetero（+/－）の蝸牛におけ
る IP3R1タンパクはWT（+/+）のそれに比して、有意に減少していることが確認された（図
3）。
【考察】
環境ストレスが個体に加わり、内耳に至適な刺激でもそれが頻回・過剰に加わった場合、小

胞体ストレスが生じ、その結果IP3R1の機能低下を介して内耳機能障害が生じる可能性が考えら
れる。
これまで我々は、内耳を構成する細胞に IP3Rtype1が存在し、同KOマウスhetero（+/－）、

homo（－/－）の聴覚がWT（+/+）に比べて低下していることなどを報告してきた。本研究で
は、この聴覚低下のメカニズムを検討するために、同KOマウスの蝸牛の IP3R1タンパク量を解
析し、hetero（+/－）ではWT（+/+）に比して IP3R1タンパク量が有意に減少していたが、
IP3R1が聴覚生理機能に関して重要な役割を果たしている可能性が確認された。
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鼓膜所見が正常である一側性伝音難聴手術症例の検討

山田　浩之 1,2、大石　直樹 2、南　　隆二 1、松居　祐樹 1、菅野　雄紀 1,3、小川　　郁 2

1けいゆう病院　耳鼻咽喉科、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、3川崎市立井田病院

【はじめに】穿孔や陥凹が無い鼓膜所見が正常である一側性伝音難聴の鑑別診断として片側性耳
硬化症、片側性耳小骨奇形、外傷性耳小骨離断、中耳炎後遺症などが挙げられるが、術前診断
と術中所見が合致しないこともあり、患者説明に苦慮することも多い。また手術適応の有無、
手術アプローチ法（耳内法、耳後部切開、乳突削開）、伝音再建法（可動術、鼓室形成術、アブ
ミ骨手術）の選択に迷うことも多い。今回我々は当科で手術加療を行った鼓膜所見が正常な一
側性伝音難聴症例7例の手術アプローチ、伝音再建法、手術成績について検討したので報告す
る。
【対象】2014年10月〜2016年12月までに当院で手術加療を行い、術後6か月以上経過を観察でき
た鼓膜に穿孔や陥凹を認めない一側性伝音難聴症例7例（男1例、女6例）とした。年齢は平均51
歳、非良聴耳の聴力は平均49dBであった。術前診断は片側性耳硬化症が3例、片側性耳小骨奇形
が2例、外傷性耳小骨離断が1例、中耳炎後遺症が1例であった。術前に耳硬化症と診断した3例
はいずれも術中所見より耳小骨奇形と診断され、その他の4例は術前診断と術中所見は一致し
た。
【方法】術前診断と選択されたアプローチ法、伝音再建法と術後聴力成績の関連について検討し
た。術後聴力の判定は2010年日本耳科学会の伝音再建の術後聴力成績判定基準によって評価し
た。不成功症例は術後に側頭骨CTを施行し、原因について検討した。また手術成績の比較対象
として同時期の同一術者による慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎に対し施行された鼓室形成術の術
後聴力成績を使用した。
【結果】術前診断が耳硬化症であった3例はいずれも耳内法が選択されていた。その他の4例は耳
後部切開でアプローチされており、外傷性耳小骨離断、慢性中耳炎後遺症の2例は乳突削開術も
施行されていた。術中所見で耳小骨奇形と診断された5例は3例に鼓室形成術IIIi-M、1例にIIIc、
1例にVIi-Iが施行されておりinterpositionが選択された4例で術後聴力成績は成功であった。外傷
性耳小骨離断症例には IIIcが、慢性中耳炎後遺症例には IIIi-Mが施行されていたがいずれも術後
聴力成績は不成功であった。不成功であった3例に対し術後側頭骨CTを施行したが、IIIcの2例
はコルメラとして使用した形成キヌタ骨がアブミ骨より外れており、IIIi-Iの1例はツチ骨、アブ
ミ骨両方から外れていた。
【考察】当院ではアブミ骨手術をする際、アブミ骨周囲の観察がより容易である耳内法で行って
いる。また耳小骨奇形やその他伝音難聴症例に対しては耳後部切開によるアプローチを行い、
上鼓室の観察や上鼓室からのアプローチが必要な場合は乳突削開術も施行している。今回術前
診断が耳硬化症であった耳小骨奇形3例に対し、耳内法で手術を行ったが、骨性鼓膜輪を十分に
削り良好な視野を確保することにより、術中診断は可能であった。また3例とも鼓室形成術を施
行しており、2例で術後聴力成績も成功していることから耳内法でも鼓室形成術を行うためのワ
ーキングスペースは十分に確保できていると考えた。術後聴力成績は7例中4例で成功であっ
た。成功した4例は伝音再建を interpositionで行っており、不成功3例は2例がIIIc、1例がIIIi-M
であった。不成功となった原因は3例ともコルメラがアブミ骨より外れたことが考えられ、症例
数は少ないが本検討において伝音再建法は interpositionの方が術後聴力成績は良好であった。前
述の比較対象における鼓室形成術IIIcの術後聴力成績と比べてみると、穿孔性慢性中耳炎8例中7
例（88%）、真珠腫性中耳炎13例中10例（77%）で成功しており、操作技術的な影響は少ないの
ではと考えた。本検討の症例と比較すると対象の慢性中耳炎症例はいずれも耳管機能が不良で
あり、術後ある程度鼓膜が陥凹することが予測され、また鼓膜再建に使用した側頭筋膜も鼓膜
より厚く、コルメラの安定に有利に働くのではないだろうか。以上より鼓膜所見が正常な（耳
管機能も正常と思われる）伝音難聴症例の伝音再建にはコルメラの安定性を考慮すると可能で
あれば interpositionとし、IIIcの場合は慢性中耳炎手術よりもコルメラを高く建てる工夫が必要
と考えた。今後症例を増やし、再検討を行う。

O-47



Otol Jpn 27 (4) :382 , 2017

耳硬化症
─術前・術中診断の一致率と聴力成績の相関─

大島　伸介、森田　由香、高橋　邦行、野々村頼子、山岸　達矢、
窪田　　和、泉　　修司、堀井　　新

新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
耳硬化症に対するアブミ骨手術の術後聴力成績は一般に良好である。病歴や聴力、画像所見

から耳硬化症の術前診断の精度は向上しているが、まれに術中所見が異なる場合がある。本研
究では、術中に診断が変更された例の特徴と術後聴力成績に関して検討し、正確な術前診断の
重要性に関して考察した。
【対象と方法】

2009年から2015年に耳硬化症の術前診断で手術を施行した85耳の術前診断と術中所見の一致
率および不一致例ではその所見を詳細に検討した。また、術前および術中診断の一致例と不一
致例の間で、術後聴力成績（日本耳科学会、2010、米国耳鼻咽喉科頭頸部外科学会（AAO-
HNS）、1995）に差がないか検討した。
【結果】
術前診断が耳硬化症であった85耳のうち、術中に診断名が変更された例は8耳9.4％で、内訳は

ツチ骨またはキヌタ骨の固着5耳、鼓室硬化症2耳、高位頸静脈球による正円窓閉鎖1耳であっ
た。本学会の術後聴力成績判定を用いた成功率は、術前診断と一致した群で92.2％、不一致群で
は75.0％であり、診断一致群に比し不一致群で低い傾向にあった。AAO-HNSガイドラインによ
る聴力改善判定では、術後気骨導差10dB以内を成功とすると、その成功率は診断一致群で
83.1％、不一致群で25.0％であり、診断不一致群で有意（p＜0.01）に低かった。
診断不一致8耳中、AAO-HNSガイドラインで聴力改善が不成功と判定された6耳の病態や注意
すべき所見を考察した。症例1は53歳女性、ツチ骨-キヌタ骨関節と上鼓室壁の固着を認め、ツチ
骨頭を残してIIIc型で耳小骨連鎖を再建した。症例2は49歳女性、ツチ骨固着に対しIIIi-M型で再
建した。症例3は58歳女性、キヌタ骨固着とアブミ骨頭変形を認め、ツチ骨頭を残して IVi-M型
で連鎖再建を行ったが、術中にアブミ骨底板から軽度の外リンパ漏を認めた。症例4、5はそれ
ぞれ54歳、51歳の女性、ともにツチ骨頭の固着を伴う鼓室硬化症を認め、連鎖再建はそれぞれ
IIIi-M型、I型を行った。症例6は40歳女性、耳小骨は正常であったが、薄い骨壁を伴う高位頸静
脈球が正円窓を閉鎖していた。
【考察】
術前診断が耳硬化症であったが術中所見が誤っていた例では、診断一致例に比してAAO-HNS

の基準で有意に術後聴力成績が不良であり、術前に正確な診断を下すことが術後聴力成績の向
上に重要であると考えられた。また、症例6の高位頸静脈球症を除いた診断不一致例における聴
力改善が不成功であった5耳はいずれもツチ骨/キヌタ骨と上鼓室壁の固着を認め、ツチ骨頭を
残した術式が3耳含まれていた。術後にツチ骨頭が上鼓室と再固着を生じた可能性がある。術前
診断が耳硬化症であったものの見逃された病態は、ツチ骨/キヌタ骨の固着、鼓室硬化症、高位
頸静脈球症であり、耳硬化症の診断を下す前にこれらの疾患や病態の除外を行うこと、および
ツチ骨/キヌタ骨の固着例では、術後の再固着のリスクを考慮してツチ骨頭を残さない耳小骨連
鎖再建を心がけることが術後聴力成績向上に寄与すると考えられた。また、術後の気骨導差を
用いるAAO-HNSガイドラインで聴力改善不成功と判定されたものの、日本耳科学会判定基準
（2010）では成功と判定される例が4耳存在した。アブミ骨手術後では骨導閾値が改善する場合
があり、術前骨導聴力閾値と術後気導聴力閾値を比較する日本耳科学会の聴力改善判定基準で
はoverclosureが問題となるが、今回改めてこの点が指摘された。
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中耳伝音系の違いに着目した耳小骨固着と耳硬化症の
差異についての聴覚医学的検討

山口　慎人 1、稲垣　　彰 2、高橋真理子 2、竹村　景史 2、渡邉　暢浩 2、
濱島　有喜 2、村上　信五 2

1豊橋市民病院、2名古屋市立大学病院

伝音難聴の病態評価は病歴聴取、視診の他、あぶみ骨筋反射、音叉による聴力検査などの生
理学的検査、CTなど画像的検査により行われることが多い。現在では、これらの中でも高い空
間分解能を持つCT検査を用いることで、多くの症例において高い確度でその病態を診断するこ
とができる。一方、少数ながら、CT画像では正常形態と判断される場合など、術前に診断が困
難な症例が存在する。多くの場合、試験的鼓室開放術により術中にその病態を判断し、病態に
合わせた手術治療により聴力改善を目指すことになるが、術前の評価がより確度が高くなるこ
とで、患者との信頼関係や手術成績の向上に寄与できるものと考える。今回我々は、このよう
な画像正常例の中で特に症例の多かった、耳小骨固着例と耳硬化症の差異について検討した。
これらの疾患は比較的頻度が高い一方、標準純音聴力検査における伝音難聴や耳小骨筋反射が
陰性であること、時に緩徐に進行する難聴など共通点も多く、診断が困難となる場合をしばし
ば経験する。一方、耳小骨固着例ではキヌタ－アブミ骨関節またはツチ－キヌタ骨関節が固着
することから、アブミ骨底板の固着がその本体である耳硬化症とは、その中耳伝音系の性質が
異なり、その結果は例えば、Carhart notchのような異常となって表れる可能性がある。今回
我々は、名古屋市立大学病院において2004年1月より2016年12月の期間に手術を行われたツチ－
キヌタ関節の耳小骨固着の患者と耳硬化症の患者について、術前に施行された標準純音聴力検
査の比較を行い、術前診断に有用であるかについて検討した。結果は症例数が少ないことから
有意差は認められなかったが、耳硬化症が一般的にCarhart notchと呼ばれる2000Hｚの骨導聴
力閾値の上昇および気導聴力閾値の低下が多くみられるのに対し、ツチ－キヌタ関節の固着に
おいては1000Ｈｚに同様の変化をきたす傾向にあると考えられた。背景となる病態生理につい
て若干の文献的な考察を行ったので、併せて報告する。
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耳科用探針を用いた耳小骨可動性計測装置の開発

小池　卓二 1、神崎　　晶 2

1電気通信大学大学院情報理工学研究科，脳科学ライフサポート研究センター、
2慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】耳小骨の固着部位の特定とその程度の判断は，医師が探針を用いて耳小骨を押し動
かすことにより行われており，定量的な判断基準がなく経験に依存するところが大きい．そこ
で我々は，小型で術中に使用可能な手で保持するタイプの耳小骨可動性計測プローブを作成
し，耳小骨可動性の定量計測を行ってきた．しかし，これまでのプローブは耳小骨にその先端
を垂直に当て，押し動かす方式であったため，耳小骨とプローブ先端との間に滑りが生じ，再
計測を必要とすることが多く計測に時間がかかる場合があった．本報告では，実際に医師が術
中に行っている手技を参考とし，プローブと耳小骨との間に滑りが生じにくい状態で計測を行
うことのできる，新しいプローブを提案する．また同時に，耳小骨に直接触れるプローブ先端
部分として通常術中に用いられている耳科用探針を用い，探針を着脱可能とすることで，衛生
面と計測しやすさの向上を目指した．
【装置概要】新たに開発したプローブの概要を図1に示す．本プローブは通常の耳科手術で用い
られている探針と，探針を駆動するための変位拡大機構付き積層圧電アクチュエータ，力セン
サである圧電セラミックスから構成されている．探針は，その重心付近と端部がマグネットに
より支持されており，脱着が容易となっている．探針先端の側部を耳小骨に当て，アクチュエ
ータにより重心付近の支点を中心とした一定振幅の回転振動を探針に与え，力センサにより，
アクチュエータが探針に与えている力（すなわち耳小骨からの反力）を計測する．プローブが
耳小骨に与える変位は40μm以下とし，加振周波数は可聴域下限の20 Hzとしている．力センサ
の出力はチャージアンプにより増幅し，力に比例した電圧としてPCに記録・表示し，耳小骨の
固着の程度を評価するものである．
【方法】これまでの計測結果を基に，アブミ骨輪状靭帯とアブミ骨を模した模型を作成し，アブ
ミ骨輪状靭帯の硬さの変化を本プローブで識別可能かどうかを検証した．さらに，ご遺体の耳
小骨可動性を計測し，その使い勝手を評価した．
【結果】計測により得られた波形の周波数解析を行った結果，アブミ骨の可動性を表す成分（20
Hz）と手振れ成分（15 Hz以下）を明確に分離することができ，プローブを手で保持しつつ正確
な計測を行うことができた．また，計測にかかる時間は1秒以内であり，探針先端が滑ることな
く安定した計測を行うことが可能であった．
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3-D Virtual Model of a Human Temporal Boneを用いた
側頭骨解剖学習

宮澤　　徹 1、三輪　高喜 1、細田　泰男 2

1金沢医科大学　医学部　耳鼻咽喉科、2細田耳鼻科　EAR CLINIC

耳科手術を施行するためには側頭骨解剖の正確な理解が不可欠である。しかし、側頭骨は複
雑な構造を持つため，その解剖を熟知することは容易ではなく、特に研修医・若手医師にとっ
て耳科手術はやや敷居が高いと感じている者も少なくない。一般的には側頭骨解剖を学習する
には解剖書のような書物や上級医師の耳科手術の助手としての参加などが挙げられるが，立体
的に解剖を理解できるとは限らない。知識を能動的に習得するには側頭骨解剖実習が有効であ
るとされるが、解剖実習を行うことができる機会は限られており、日頃の臨床・手術から簡単
にフィードバックすることができない。今回、我々は、正確な解剖の知識を得るツールとして
Massachusetts Eye and Ear が提供するフリーソフトウエア3-D Virtual Model of a Human
Temporal Boneを紹介する。このソフトウエアは側頭骨CTを元に耳小骨、神経、内耳などの構
造を三次元構築し各構造を色分けして示しており、学習者は任意の方向から側頭骨内の構造を
観察し、三次元立体視することが可能である。また、鼓膜、骨などの各構造物を任意で取り外
して観察できる（図１）。そして我々はこのソフトウエアで側頭骨内構造を三次元構築している
CTデータをパネル板に印刷し、各構造を切り取ったものを積み上げ、実際に立体模型の作成を
行った。これらソフトウエア及び立体模型は日常業務の空いた時間などに、いつでも解剖につ
いてフィードバックすることが可能となり、空間的な側頭骨解剖を容易に習得することができ
るツールとなり得る。
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耳科手術用骨鋭匙ハンドルの改良

松本　　有 1、柿木　章伸 2、星　雄二郎 1、樫尾　明憲 1、岩崎　真一 1

1東京大学　医学部　耳鼻咽喉科、2神戸大学　医学部　耳鼻咽喉科

骨鋭匙のシャフトから直角に突き出るT字型のハンドル（把柄）を考案し、国内メーカーで製
作し2015年の耳科学会で発表した。既に全国に普及している八角シャフトの骨鋭匙に取り付け
られる様に設計されている。固い側頭骨でもてこの原理で軽く回せること、また右手では力の
入りにくい反時計回りの回転が可能になることが大きな特徴である。
もともとは経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）の手術支援器具として考案したが、顕微鏡

下耳科手術（MES）でも問題なく使える。真珠腫が上鼓室や乳突洞に及んでいる場合、あるい
はアブミ骨周囲の手術操作で器械が届きにくい場合は、TEESでもMESでも骨削開が必要にな
る。TEESでドリルを用いると骨粉がレンズに付着して視野を妨げるので、少量の骨削開で済む
TEESでは特に骨鋭匙が有用である。
開発段階では新品の骨鋭匙で検討していたため気が付かなかったが、手術室の骨鋭匙は長年

使われているため八角シャフトの一部欠損や摩耗がある。把柄を実際に手術で使用すると、ほ
とんどの事例では骨削開が容易になったが、一部では側頭骨が極めて硬く、把柄とシャフトが
ずれてしまい回転がかからない事例を経験した。把持力を向上させるために、内部の金属バネ
を4面から8面に増やし八角シャフトの全ての角（と面）で把持する構造とした。また手術用手
袋ごしでも締められるようにネジを大きくした。
従来型と改良型の把柄をイマダ社製デジタルフォースゲージで計測したところ、把持力は4ニ

ュートンから23ニュートンに向上した。
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高密度コラーゲン膜を用いた鼓膜穿孔モデルラットにおける
鼓膜再生研究

宮下　武憲、松原　あい、稲本　隆平、森　　　望、星川　広史
香川大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
鼓膜形成術および鼓室形成術における鼓膜再建に使用できる、鼓膜再生に最適化された高密

度コラーゲン膜の開発を目指して研究を進めている。一般的に鼓膜閉鎖術で用いられる、鼓膜
の外耳道側に膜を貼るoverlay法では、貼った膜は体外に排出されるため、非吸収材料を使用で
きるメリットがあるが、皮膚層の表面は外耳道外側に向かって移動しているために1か月もたた
ずに穿孔部から膜が移動し再穿孔をきたしやすい。一方、鼓膜形成術や鼓室形成術で用いられ
る、鼓膜の中耳側に膜を貼るunderlay法では、貼った膜は穿孔部から移動せず安定であるため
鼓膜再建には適した方法であるが、筋膜などの吸収材料を使用する必要がある。これまでの動
物実験では、underlay法で鼓膜再生実験を行った報告はない。また、動物実験では鼓膜穿孔が1
週間以内に自然閉鎖する実験系が多いためコントロールとの比較が難しい問題があった。その
ため、鼓膜再生により有効であると想定される新規吸収材料である高密度コラーゲン膜の鼓膜
再生促進効果を評価するため、underlay法での鼓膜再建を行うことができ、かつ、1週間安定し
て鼓膜穿孔が保たれる鼓膜穿孔モデルラットを開発した。この鼓膜穿孔モデルラットを用い
て、鼓膜穿孔を高密度コラーゲン膜にてunderlay法で鼓膜形成を行いその有効性を検討した。
また、既存のコラーゲンスポンジとの比較のため、既存のコラーゲンスポンジでも同様にun-
derlay法で鼓膜形成を行い、その有効性を比較検討した。
【方法】
両耳鼓膜穿孔モデルラット　10匹20耳を用いた。鼓膜穿孔を、片側は高密度コラーゲン膜で

underlay法にて鼓膜再建し、対側は既存のコラーゲンスポンジでunderlay法にて鼓膜再建し
た。1週間後に深麻酔下にサクリファイし、外側側頭骨切除の要領で鼓膜を鼓膜周囲の骨を壊さ
ずに摘出し、４％PFA固定した。鼓膜穿孔のサイズ測定、HE染色、核染色等を行い、組織学的
に精査を行った。
【結果と考察】
高密度コラーゲン膜でunderlay法にて鼓膜再建すると、既存のコラーゲンスポンジと比較

し、鼓膜再生をより促進していた。コラーゲンスポンジでは、スポンジ状のコラーゲンにそっ
てスポンジ上に細胞が増殖していたが、緻密コラーゲン膜では、表面に膜状に細胞が増殖して
おり、鼓膜により近い組織像を呈していた。また、高密度コラーゲン膜もコラーゲンスポンジ
も、異物反応などの副反応は認めなかった。新たに開発した鼓膜穿孔モデルラットを用いて、
underlay法にて鼓膜再建できる実験系を確立できた。高密度コラーゲン膜は吸収材料であるた
め、ハンドリングしやすいメリットのみならず、鼓膜再生を促進し、鼓膜に近い組織像を呈
し、鼓膜再建に適した新規材料であると考えられた。また、この高密度コラーゲン膜は、外来
での鼓膜閉鎖術においても使用可能であり、鼓膜穿孔縁を局所麻酔下にしっかり新鮮化し、un-
derlay法で鼓膜再建することで上皮層の遊走によりおしだされることはなく、より効率良く鼓膜
穿孔を治療できる可能性が示唆された。
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medial meatal fibrosis（MMF）４症例の検討
〜分層植皮を用いた経外耳道的内視鏡下耳科手術の有用性について〜

大谷　志織、佐藤　　崇、太田　有美、大崎　康宏、今井　貴夫、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

＜はじめに＞
medial meatal fibrosis（以下MMF）は、鼓膜固有層が線維性に肥厚し、外耳道深部にかけて

の閉塞を来す疾患である。発生頻度は比較的稀で本邦でも報告は少ない。初期治療はステロイ
ドや抗生剤の局所投与だが、ほとんどの場合が聴力改善のために手術が必要となる。手術後の
再発率が6.7－18.8%と言われており、再発予防として全ての線維性組織を完全に除去すること
（特には、anterior sulcus部の病変除去）が重要と報告されている。また鼓膜形成の方法とし
て、有茎皮弁（rotation flapの活用）、遊離皮弁、全層植皮や分層植皮など様々な報告がある。
我々は、内視鏡下手術で分層植皮を用いる方法を行ってきた。術後経過とこの術式の有用性に
ついて報告する。
＜対象＞

2016年6月－2017年6月に大阪大学医学部附属病院でMMFと診断し手術加療を行った4症例5
耳を対象とした。男性2例、女性2例で年齢は24歳－48歳で中央値45歳であった。MMFの原因
は、5耳中3耳が放射線治療によるもので最も多く、残りの2耳は耳掻きなどの機械的刺激が誘因
と考えられた。全ての症例において、内視鏡下に経外耳道的に手術を行った。外耳道皮膚から
鼓膜にかけて肥厚した瘢痕組織を完全に除去し、鼓膜は2層に剥離し粘膜層のみを残した。そし
て鼓膜から骨部外耳道を分層植皮で被覆した。
＜結果＞
術後経過の最長観察期間は1年4か月であるが、現在の所5耳とも全て再狭窄を来しておらず、
鼓膜から外耳道は上皮化している。放射線治療が原因と考えられた1例で術後1か月に鼓膜穿孔
を生じた。聴力成績は日本耳科学会ガイドライン（2010年）の術後聴力成績判定基準に沿って
評価した。標準純音聴力検査が施行不能であった発達障害例と術後経過が短い症例を除いた3耳
では、気骨導差15dB以内が100％、聴力改善15dB以上が33％、聴力レベル30dB以内が33％であ
り、成功率は100％であった。術後の耳内ガーゼ留置期間は8日－19日でそれ以降は耳内ガーゼ
なしの状態で維持できており、術後外耳道の腫脹も見られなかった。また、分層植皮を用いる
ことにより早期に上皮化され、術後すぐに自覚的に聴力が改善し患者の満足度も高かった。
＜考察＞
内視鏡下手術を行うことによりanterior sulcusを明視下置くことができ、確実に病変を完全に

除去することができた。さらに分層植皮を用いたことで早期に上皮化をさせることができ、再
発予防につながったと考えられる。聴力改善についても良好な成績を得た。鼓膜穿孔が見られ
た症例では、一部鼓膜粘膜層が欠損した状態になったことが原因と推測された。MMFに対し
て、内視鏡を用いた本術式は低侵襲であり、再発予防の点から非常に有用である。
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手術加療した浅在化鼓膜７耳の検討

小泉　敏三 1、磯野　道夫 2、中江　　進 1、北原　　糺 3

1ベルランド総合病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2磯野耳鼻咽喉科、
3奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】
鼓室形成術により鼓膜や耳小骨を再建した後、その治癒過程で鼓膜が位置異常をきたして浅

在化することがある。その結果、鼓膜や耳小骨の伝音連鎖が離断して伝音難聴をきたす。浅在
化鼓膜に対する手術加療は、鼓膜の位置を変えずにコルメラを長いものに置換して伝音再建す
る方法、鼓膜と外耳道を再形成して浅在化した鼓膜を本来の位置に戻す方法、がある。今回、
両者の手術加療について比較検討した。
【方法】
症例は近畿大学病院耳鼻咽喉科で2013年〜2015年に浅在化鼓膜に対して手術を行ったのは7例

（男性3、女性4、52〜69歳、平均62.7±7.4歳）、7耳である。耳の手術側は右3耳、左4耳であっ
た。7耳とも過去に耳手術歴（3〜46年前）があった。
【結果】
長いコルメラ使用例が4耳、鼓膜の位置異常を修正したのが3耳であった。7耳の術前気導聴力

は平均 69.1±17.3 dB、気骨導差は平均 37.9±10.0 dBであった。7耳の術後気導聴力は平均
61.7±22.6 dB、気骨導差は平均29.8±17.0 dBであり、ともに術前と比較して有意な改善がなかっ
た。日本耳科学会の術後聴力成績判定基準2010では7耳中3耳が成功（42.9％）であった。手術別
に聴力成績を判定すると、長いコルメラ使用例は4耳中1耳が成功（25.0％）であった。一方、鼓
膜再形成手術では3耳中2耳が成功（66.7％）であった。長いコルメラ使用手術の1耳が成功した
理由は、その耳は真珠腫の再形成再発を繰り返しており、鼓室内が継続的に陰圧であることが
鼓膜の浅在化を予防するのではないかと考えられた。聴力改善しなかった3耳はいずれも複数回
の鼓室形成術の手術歴があり、また1年以内に鼓膜浅在化がみられた。したがって、鼓室形成術
後すぐに鼓膜が浅在化する既往のある症例では、長いコルメラを使った伝音再建をしても聴力
改善しにくいことが予想される。実際には長いコルメラ使用で聴力が改善しなかった2耳はその
後骨導補聴器の利用を開始した。一方、鼓膜の位置異常を修正後に聴力改善しなかった1耳は、
術後の経過で鼓膜再穿孔がみられた。その耳の鼓室内の創傷治癒環境が良くないことが聴力改
善しない要因と考えられた。
【結論】
浅在化鼓膜に対する手術で、長い鼓膜再建手術は長いコルメラを置換する方法に比較して鼓

膜位置異常を修正する方法は手術手技が難しいが、聴力改善の率は高くなることが予想され
る。
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Anterior subannular grafting を用いたsandwich法による鼓膜形成術

河野　浩万
河野耳鼻咽喉科Ear Surgi Clinic

【初めに】
本邦で行われている鼓膜形成術には、主にunderlay法とsandwich法の2つの術式が挙げられ

る。underlay法は、鼓膜穿孔縁を新鮮化し移植片を鼓膜裏面に当てる方法で、一方sandwich法
は剥離した鼓膜表皮層と固有層間に移植片を挿入する術式である。Sandwich法は、underlay法
と比較すると、術後上皮化が早く鼓膜穿孔閉鎖率が高い術式であるが、鼓膜の浅在化やanterior
bluntingが起こりやすいとされている。また、前方の鼓膜輪上の表皮層の剥離は、外科的アプロ
ーチの困難さから表皮層が十分に温存できずに移植片を覆うに十分な表皮層を温存できなかっ
たり、表皮層の一部が鼓膜輪上に残存してしまったりする可能性がある。このような操作は、
上皮化の遅延、鼓膜炎の発症、真珠腫形成の原因となってしまう。
当院では、2年前から前方の線維性鼓膜輪から固有層を剥離することにより、鼓膜輪下に

“subannular pocket”を作成し、このpocketに移植片の前縁を挿入して鼓膜穿孔を閉鎖する従来
のsandwich法とは異なった手術方法を行っている。本術式とその術後結果について報告する。
【術式】
手術は、通常のsandwich法と同様に耳後部切開から、外耳道皮膚を剥離挙上させ、後方の鼓

膜輪に到達した後、鼓膜輪上の表皮層の剥離を行う。続いて鼓膜の表皮層の剥離操作に進む
が、3時から6時の前方の鼓膜輪上の表皮層の剥離は線維性鼓膜輪の辺縁が明視できる程度にと
どめ、鼓膜輪外縁付近の表皮層の剥離は行わないように努める。針状の探針で線維性鼓膜輪前
縁の一部を鼓膜固有層から剥離し、その部分から鈍的に2時から7時まで鼓膜固有層を線維性鼓
膜輪から剥離することにより “subannular pocket”を作成する。側頭筋膜の先端をこのポケット
内に挿入し、残りの筋膜は剥離した鼓膜固有層から外耳道骨壁の後上部にかかるように載せ穿
孔部分をしっかり覆う。結果的に鼓膜輪の2時と7時の部分で筋膜が線維性鼓膜輪を跨ぐことと
なる。剥離した鼓膜表皮層を戻した後、外耳道内にパッキングを行う。
【結果】
平成27年10月から平成29年3月までに鼓膜穿孔を有する68例に対して本術式を試み、62例

（91.2％）で本術式が可能であった。本術式が不可能であった6例のうち、5例は鼓膜輪下の固有
層が非常に薄く剥離困難であった。火の粉が原因の外傷性鼓膜穿孔の1例では、癒着が強くまっ
たく剥離できなかった。本術式が可能であった62例は、全例で鼓膜穿孔の閉鎖に至った。
【考察】
従来のsandwich法では、鼓膜穿孔が鼓膜輪前縁に及んでいる例に対しては、前方の筋膜を載

せる部分が狭い鼓膜輪のみとなるため、筋膜がずれて鼓室側に落ち込んでしまうことが危惧さ
れる。それを避けるために前方の表皮層を剥離しすぎると鼓膜の浅在化やanterior bluntingを起
こしやすくなる。Anterior subannular grafting を用いたsandwich法では、鼓膜穿孔が鼓膜輪前
縁に及ぶ例であっても、筋膜を十分に支持することのできる “subannular pocket”を作成するこ
とにより、筋膜がずれて鼓室側に落ち込む心配がない。また、しばしば剥離が困難な前方鼓膜
輪上の表皮層を高率に温存できるため、術後の速やかな上皮化と高い鼓膜穿孔率が期待でき
る。
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慢性穿孔性中耳炎に対するover-under（lay）法の改良点

田中　康広 1、大村　和弘 1、蓮　　琢也 1、穐吉　亮平 1、井原伽奈子 1、
深美　　悟 2、春名　眞一 2

1獨協医科大学越谷病院　耳鼻咽喉科、2獨協医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

慢性穿孔性中耳炎に対する手術術式は移植弁を置く位置と残存鼓膜との関係からunderlay
法、overlay法、inlay法に分類され、多くの手術においていずれかの方法が用いられる。手術の
アプローチ方法としては耳後切開による鼓膜形成法が未だに一般的ではあるものの、鼓室内の
肉芽組織や硬化病変などによる伝音障害がない症例では接着法が、伝音障害を伴うものに対し
ては経外耳道的内視鏡下耳内手術（TEES）などが年々増加傾向を認めており、術式の多様化が
みられる。
私どもの施設では確実な視野をとり十分なワーキングスペースを確保する目的で耳後部切開

によるアプローチを行い、2013年からはover-under（lay）法による鼓膜形成法を行っているこ
とを昨年の第26回日本耳科学会総会・学術講演会で報告した。本術式は2002年にKartushらによ
って詳細な手術術式と良好な長期成績が報告された比較的新しい鼓膜形成法であり、overlay法
とunderlay法の利点を共有させた術式とされる。その原法は側頭筋膜を主とする移植弁をツチ
骨柄の外側（over）および残存鼓膜と鼓膜輪前方の下（under）へ挿入することよりover-under
tympanoplastyと命名された（図１）。鼓室前方のスペースを広く確保できること、移植弁の落
ち込みを防止しやすい方法であること、などよりunderlay法と比較して術後鼓膜の再穿孔率が
低いことを利点として挙げている。私どもも本術式を用いて術後成績を検討したところ、症例
数は52例と少ないながら、術後１年で96.2％と高い鼓膜穿孔閉鎖率が得られており、その有用性
を実感している。しかしながら、原法どおりの術式では鼓膜緊張部の前上象限に残存鼓膜がほ
とんどない場合では移植弁と残存鼓膜の接着が困難なことが多く、その際には移植弁に切り込
みを入れて接着面積を増やす工夫を行なっている。実際の手技を動画で供覧し、原法に多少の
改良点を加えたover-under（lay）法について解説を加える。
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鼓膜穿孔に対する２種類のスコア評価基準作成の試み：
導入前後における術式選択・術後成績の検討

大槻　好史、今泉　光雅、菊地　大介、室野　重之
福島県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
鼓膜穿孔に対する手術術式については、多くの成書において解説がなされ、更に多数の施設で

その成績が報告されているが、客観的な術前評価基準は設けられていないのが現状である。鼓膜
穿孔に対する手術は、耳鼻咽喉科専門医制度の専門研修記録簿の中で「指導医のもとで自ら実施
できる」耳科手術として位置づけられており、中耳手術初学者のための比較的容易な手術ともい
える。しかしながら、適応の判断と適切な術式選択を誤り穿孔が閉鎖しなければ、患者満足度の
低下および、若手医師の耳科手術へのモチベーション低下にもつながる可能性がある。そこで今
回、鼓膜穿孔の術前評価を目的として、簡便かつ客観的なスコア評価基準を作成した。今回、ス
コア評価基準の導入前後における術式選択と術後成績についてretrospectiveに検討したので報告
する。
【対象】

2007年1月から2016年12月までの10年間に福島県立医科大学附属病院耳鼻咽喉科において手術
室で手術を施行した鼓膜穿孔例のうち、術後6ヵ月以上の経過観察がなされた68耳（63例）を対
象とした。年齢は5歳から82歳（平均年齢は35.3歳）、性別は男性30例、女性33例であった。
【方法】
診療録をretrospectiveに解析し、2種類のスコア評価基準（術前および術後予測因子）の項目と
術式選択・術後成績について調査した。術前スコアの観察項目は、１．穿孔の大きさ ２．穿孔縁
の視野 ３．残存鼓膜石灰化の程度 ４．穿孔縁とツチ骨柄の関係 ５．穿孔縁と鼓膜輪の関係の5項
目（0〜2点：10点満点とし0点を穿孔閉鎖手技が容易）、術後予測因子スコアの評価項目は、１．
耳漏 ２．合併症 ３．側頭骨含気 ４．喫煙 ５．年齢の5項目（0〜1点：5点満点とし0点を穿孔閉
鎖環境が良好）とした。
【結果】
スコア評価基準導入前（47耳）の鼓膜穿孔に対する手術術式の内訳は、鼓室形成術 I型23耳

（48.9%）、鼓膜形成術24耳（51.1%）であり、穿孔閉鎖率は72.3%であった。スコア評価基準導入
後（21耳）における手術術式の内訳は、鼓室形成術I型16耳（76.2%）、鼓膜形成術5耳（23.8%）で
あり、穿孔閉鎖率は90.5%であった。また、術前スコアが良好でも術後予測因子スコアが不良で
ある症例の術後成績は悪い傾向にあった。
【考察】
当科における鼓膜穿孔閉鎖率が、他施設の報告（永井ら１）92%, Kesseler et al２）87 %, Ophir et

al３）79%）と比較し、やや落ちることが確認されたため、鼓膜穿孔に対する客観的な術前評価基
準導入を試みた。術前スコアの合計点が6点以上の症例は鼓室形成術I型、5点以下の症例は鼓膜形
成術を選択する傾向にあった。多少の差異は認められたが、術式選択には術者に依らず同様の傾
向が認められ、スコア評価基準として妥当であると考えられた。また、このスコア評価基準導入
後の成績が導入前よりも良好であった理由として、術後予測因子スコアが不良である症例は、鼓
室形成術I型を積極的に選択し、術後合併症の予防・予測・対策がとられたことが一因と考えられ
た。また、全体的に症例数が少なく鼓室形成術I型の割合が高いのは、20歳〜49歳までの年齢層に
おける小穿孔に対しては,外来でシリコン膜付きのコラーゲンスポンジ（テルダーミス®）を使用
した鼓膜穿孔閉鎖術が選択されていることが一因と思われた。今回作成した鼓膜穿孔に対するス
コア評価基準は、簡便かつ客観的な評価法であり、この評価基準の導入により適切な術式選択が
可能となり、鼓膜穿孔閉鎖における手術成績の向上につながると考えられた。
【参考文献】
1）永井ら. 耳鼻と臨床2002.
2）Kesseler et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1994.
3）Ophir et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1987.
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術後耳における外耳道入口部形成について

西村　　洋、森鼻　哲生、李　　杏菜
国立病院機構大阪医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】幼少期の中耳根本術・鼓室形成術の術後で外耳道入口部が狭小化し補聴器の装用に
難があったり、入口が狭いためにオープンキャビティの耳内が湿りこのためにキャビティプロ
ブレムを繰り返す症例に遭遇する事がある。このような症例に対し、症例に応じて鼓室形成術
に追加して外耳道入口部形成術や外耳道形成術を行い、キャビティプロブレムや補聴器装用に
おいて改善が見られた。
【対象・方法】我々の方法は、いわゆる Koerner のフラップの上下それぞれを後方に延長し短冊
状に剥離して作成している。さらに耳介軟骨・外耳道軟骨を摘出することで、残っていた外耳
道皮膚が少なくても、その分フラップを落とし込めるので意外と奥まで皮膚で覆う事ができ、
外耳道入口部も広く作成することができる。さらに耳後部切開のアプローチで軟骨部外耳道の
十分大きな軟骨を採取するのでこの軟骨を再建などに用いることができる。またマストイドの
充填についても側頭筋弁を持ってくる上方弁やまた後方の結合織を下をペディクルにして持っ
てくる下方弁などもあるが、我々は乳突腔の充填には Palva弁（modified Palva flap）を用いて
いる。この方法に関して症例を提示して紹介したい。
【結果】症例１は左術後耳・右慢性中耳炎であり、補聴器を装用されていたが左の外耳道入口部
が狭く補聴器をうまく装用できないという主訴の方であった。補聴器がうまく装用できるよう
に外耳道入口部形成を行うことにした。鼓室内を直接確認したところ I-S ジョイントの離断も認
めたので IIIc型の耳小骨連鎖再建も行った。元々は補聴器の装用を容易にするためであった
が、外耳導入口部が広がったことと耳小骨連鎖が繋がったことによる伝音効率の改善により結
果的には補聴器の必要がなくなった。症例２は右術後耳でかつ重度感音難聴の症例であった。
術後耳のオープンキャビティでまた外耳道入口部が狭いために、常に耳漏を繰り返しており困
っているという症例であった。この症例に対しては外耳導入口部形成と共に軟骨による外耳道
後壁の再建を併用して、入口部を広くするとともに外耳道も正常に近い太さに形成し耳漏の寛
解を得た。
【考察】外耳道入口部の形成に関しては古くからも行われ、いろんな方法が報告されている。
Portman の large（five-flap）meatoplasty や Sheehy や Fisch の meatoplasty などである。我々
は、上述の方法で耳後部切開の手術に併用して行なっているので今回発表させていただきま
す。
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側頭筋弁を使用した外耳道造設術の検討

森部　一穂 1、駒澤　綾乃 1、村上　信五 2、黒田　　陽 3

1一宮市立市民病院　耳鼻いんこう科、2名古屋市立大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
3名古屋市立西部医療センター

側頭筋弁を使用した外耳道造設術の検討森部一穂，駒澤綾乃（一宮市立市民病院・耳鼻いん
こう科），村上信五（名市大・耳鼻咽喉・頭頸部外科），黒田陽（名古屋市立西部医療センタ
ー・耳鼻いんこう科）はじめに小耳症は1万人の出生に対して1人の頻度で起こると言われてい
る．小耳症では外耳道閉鎖症を合併することが多くみられる．小耳症に対する耳介形成術は一
般的に行われているが，外耳道閉鎖症に対する外耳道造設術はあまりされていないのが現状で
ある．今まで種々の外耳道造設術が行われてきたが，遊離や有茎の皮膚．筋膜で形成する方法
で外耳道は形成され，聴力も獲得できることがある．しかし時間がたつにつれて聴力が悪化す
ることが多くみられる．その原因として鼓膜の浅在化や外耳道入口部が狭窄，閉塞することも
みられ，現実的には長期間安定した外耳道を維持することは非常に困難である．そこでわれわ
れは形成外科と共同で外耳道造設術を施行し、特に感染等で術後の経過が不良な例もあり，そ
の検討を踏まえて今後の治療の方向性を報告する．問題としては，血流を良くしようとすると
皮弁は厚くなり，聴力を上げようとすると薄い皮弁が必要となる．その矛盾を解決するために
我々は2回の手術を実施している．1期では浅側頭動脈を茎とする有茎筋皮弁で厚くて浅い外耳
道を作成し，その後2期手術として遊離の全層植皮で深部の外耳道と鼓膜を作成する．症例も増
えてきたため，特に経過の悪い症例を見直し，今後の手術の適応や手術方法の改善の検討をし
た．
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Z形成を応用した外耳道入口部拡大形成術

柘植　勇人 1、植田　広海 2、伊藤　潤平 1、曾根三千彦 3

1名古屋第一赤十字病院　耳鼻咽喉科、2愛知医科大学　医学部　耳鼻咽喉科、
3名古屋大学　医学部　耳鼻咽喉科

真珠腫性中耳炎の手術において、外耳道入口部の拡大形成を必要とすることがある。当院で
は、形成外科で皮膚延長に行われるZ形成を応用した術式を活用することが多い。2011年頃より
開始し40症例を越えたので、現時点での検討、考察を行い発表する。Open法であれば、外耳道
後上壁をY字に縦切開し観音開きする方法は容易である。一方、軟組織再建の長所を生かしなが
ら、未上皮部分をつくらず入口部を拡大できる点で、このZ形成の手技は有用である。この手法
は、1998年にPaul FがZ-Meatoplasty of External Auditory Canalとして報告していた。詳細な
記述はないが、当院の手法と切開ラインの配置はほぼ同じである。当院では、この6年間に軟組
織再建とopen法の一部にこのZ形成術を活用し、“真珠腫術後の上鼓室、乳突部内陥”という課題
とあいまって、長所、短所が見えてきたので、手技の概要と長短所、課題について述べる。
（手技）図のように切開し、皮下の軟骨をできるだけ広い範囲で削除する。外耳道筒部の軟骨
の広がりは個人差が大きい。皮弁が動きやすいように皮下組織を鋭的剥離する。三角弁を入れ
替えて5-0ナイロンにて縫合する。十分に大きなZを作図し、Zの/部分は外耳道入口部内側でな
く、外側に大きく弧状に設定（右耳で7時〜1時）する。一方、耳輪脚を含めて作図すれば大き
な入口部を形成できる。（長所）未上皮部分がないので、軟組織再建に併用する外耳道入口部拡
大に適している。入口部が三角に近い形状となり、後上部の乳突部方向に鋭角部が向くため都
合が良い。作図次第でかなり大きな入口部拡大が可能である。Open法では外耳道深部につなが
る一辺を縫合しないことで活用できる。（短所）手技に慣れるまで時間を要する。慣れるまで作
図の加減がわかりづらい。当初の症例ではZ作成が小さめであったため反省している。（課題）
現在、軟組織再建時には、乳突部の末梢充てんを行った上でこのZ形成による入口部拡大形成術
を行っている。耳輪脚の軟骨も取り除く大きなZ形成にするよりも、乳突部の抹消充てんを併用
した方が外耳道は広がりすぎず望ましいと考えるからである。一方、内陥時に入口付近から深
部まで広い範囲で後退することを意図して、外耳道縦切開に連続できるZの一辺を鼓膜まで延長
し、少し開大した状態で表皮下に筋膜を挿入し薄い皮膚部分の作成を目指すこともある。ただ
し、この使い分けは今後の課題である。
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手術的治療を行った外耳道真珠腫の検討

井上　雄太、藤田　明彦、和田　忠彦、羽田　史子、曽我　文貴、岩永　迪孝
関西電力病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】　外耳道真珠腫は外耳道に角化物が堆積し、これにより外耳道の炎症と骨破壊を引
き起こす疾患である．軽度のものでは堆積物を頻回に清掃除去する保存的治療で十分である
が，経外耳道的に病変が十分に明視できなかったり，著明な骨破壊を伴う進展例では，手術的
治療が必要となる．また，臨床的には外耳道癌との鑑別も重要となる．今回，我々は当科で手
術的治療を行った外耳道真珠腫症例について臨床的検討を行ったので報告する.
【対象と方法】　2012年1月から2016年12月までの4年間に当科で手術的治療を行った外耳道真珠
腫15症例（18耳）を対象とし，年齢性別と病側，主訴，発生部位，病期分類，手術方法および
術後経過を検討した．病期分類には2005年にNaimらの提唱したもの（１期：上皮の過形成，２
期：骨破壊を伴わない骨膜炎とdebrisの貯留，３期：腐骨を伴った骨破壊および上皮の侵入，４
期：隣接構造への浸潤）を用いた．
【結果】　年齢は13歳から97歳に及び平均は61.1歳であり，性別は男性が8例，女性が7例であっ
た．病側は左耳が10例，右耳が2例，両耳が3例であった．主訴は耳閉感（難聴）が8例，耳漏が
3例，耳痛が4例，耳鳴が1例であり（重複あり），症状なく偶発的に指摘されたものも2例認め
た．発生部位は外耳道前壁から後壁が2耳，前壁から下壁が8耳，下壁が3耳，下壁から後壁が3
耳，全周壁が2耳であり，病期分類は３期が10耳，４期が8耳であった．手術方法に関して，外
耳道骨をなだらかに削開した後，骨欠損の再建に軟骨を使用したものが13耳，有茎骨膜弁が3
耳，骨パテおよび人工骨が１耳であった（重複あり）．また，全例可能な限り正常皮膚は温存し,
摘出部には側頭筋膜もしくは軟骨膜を挿入した．術後経過としては，15耳が初回手術後に自浄
作用のある乾燥耳となり，修正手術を要したものは2耳（再発1耳，鼓膜穿孔1耳），段階手術と
なったものは1耳（高度な中耳炎症の合併例）であった．
【考察】　外耳道真珠腫の成因には議論があるが，外耳道表皮のmigration抑制による自浄作用の
低下が挙げられている．特に骨欠損例（Naimらの分類で３期以上）は保存的治療が奏功しない
例も多く，手術適応としている．手術的治療は，真珠腫と腐骨の完全除去および自浄作用の回
復を目的としており，そのためには病変部を直視下に操作すること，凹凸のないスムーズな外
耳道面を確保することが重要と考えている．当科では主に大きく採取した耳介軟骨で骨欠損部
を被覆し段差をなくし，正常皮膚はできるだけ温存することを心掛けている．また，乳突部進
展例では乳突削開術を行い病変部を明視し，一塊に摘出したうえで段差が生じないよう再建し
ている．18耳のうち15耳は初回手術にて自浄作用が回復し，残り3耳に関しても最終的には乾燥
耳となったことから，手術的治療は有効な手段であると考える．ただし，術後に再建部の段差
が生じ再発した報告もあり，長期的に経過を観察していく必要がある．
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当科における外耳道腫瘍の検討

金子富美恵、須納瀬　弘
東京女子医科大学　東医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】
外耳道の腫瘤性疾患は顕微鏡・内視鏡を用いての丁寧な観察にて容易に視認し得るが、比較

的稀な疾患であり、病理組織型も腫瘍性病変のほか、炎症性変化、嚢胞、母斑、血管奇形、代
謝異常など多様である。また、術前の悪性を示唆する所見に乏しい場合は判断が困難である。
今回我々は当科で経験し手術治療を行った症例につき、腫瘤の位置、術前評価と術後病理診
断、手術手技、術後経過について検討した。
【対象】

2010年1月から2016年12月までの6年間に東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科におい
て外耳道腫瘤に全摘出術を行い術後経過を追った31例（29名）について検討した。消炎治療の
奏功した肉芽、外耳道真珠腫に併存する肉芽や自壊を伴う例など悪性腫瘍が強く疑われる生検
例、ダイビング愛好者など誘因の明確な外骨腫は含めていない。
【結果】
年齢は29歳〜83歳、平均57.3歳であった。性別は男性14名女性15名でほぼ同数であった。患側

は右15例左16例、同側に2種の腫瘤の同時発症、同組織の腫瘍の両側同時発症が含まれた。病理
組織検査の内訳は intradermal nevusが最も多く8例であった。他はseborrheic keratosis、capil-
lary malformation（capillary hemangioma）、venous malformation（cavernous hemangioma）、
amyloidosis、fibromyxoma、epidermal cyst、verruca、squamous papilloma、papillary hidrade-
noma、hydrocytoma、ceruminoma、neurinoma、osteomaなどと多彩であった。adenoid cystic
carcinoma が今回の検討症例中2例であったが、いずれも術前には自壊・疼痛なく、CTにても骨
破壊を認めなかったうえ、1例においては術前病理検査にては悪性所見がみられなかった。外耳
道内での局在は、深度は骨部9例、骨部〜軟骨部の移行部が10例、軟骨部が9例であり、鼓膜と
骨部にわたる例が1例、外耳道から鼓室まで病変が連続していた症例が2例であった。前後壁の
局在では前壁が12例、後壁が14例、上壁が2例、下壁が3例であった。鼓室内と連続し神経鞘腫
を疑った1例を除き局所麻酔下にて手術を行った。耳鏡内での皮膚切開のみで摘出し得た例が最
も多く14例、耳前部切開を加えた例が11例であった。耳後切開を施行したのはCTにて鼓室内へ
進展がみられた2例、中耳炎手術を要した2例、腫瘍が外耳道を閉塞していた1例の計5例で、い
ずれも鼓室形成術を同時に行った。摘出は、悪性腫瘍細胞の浸潤を念頭に置き、腫瘤周囲は
2mmの健常部をつけて全層で剥離した。術後の骨や軟骨の露出部に対しては、ゼラチンスポン
ジを3週間留置、抗菌薬点耳薬投与のみで上皮化を促した例が最も多く15例で、いずれも良好に
上皮化した。皮下結合織を被覆した例は12例、鼓室形成とあわせ軟骨膜で被覆した例は3例であ
り、うちフィブリン製剤での固定は同時に鼓膜・鼓室形成を要した7例のみであった。全層植
皮、皮弁作成を行った例はない。術後1年以上を観察し得た例では、最終病理診断が悪性であっ
た例を含め全例で同部位での再発を認めていない。
【考察】
手術加療に至るストラテジーとしては、まず、視診と画像検査で位置と質的評価を行う。腫

瘤上皮に破綻がなければ、CTにての骨破壊の有無、鈍針などでの触診にて質的評価を行った上
で、全摘出を目標とした方が、播種リスクの低減、病理検体の量・量の確保として適切と考え
る。最終病理結果が悪性であった2症例の術前CTには骨破壊がなく、悪性黒色腫との鑑別が困
難なnevusの比率が高いことからも、常に十分なmarginの確保と追加治療を念頭に置く必要が
ある。全身麻酔は腫瘍が外耳道に限局すれば原則的には不要であり、デイサージャリーにても
行いやすい耳内手術で完結することで、無症状の患者でも手術を受容しやすくなると考える。
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摘出に難渋した外耳道異物の１症例

二井　一則、齊藤　彰子
山形市立病院　済生館

【症例】4歳男児
【現病歴】

201X年6月23日昼　玩具のプラスチック球（BB弾）を右耳内に入れたのを親が発見。近医開
業医を受診し摘出を試みるも安静が維持できず断念。同日当院救急外来を受診したが、緊急性
はなく翌日外来受診し摘出するとの当番医の判断で帰宅。翌日受診となった。
【経過】
外耳道内に凝血塊とともに異物を確認、外耳道皮膚に創傷を認めた。ボスミンキシロカイン

含浸ガーゼを外耳道内にしばらく留置した後、凝血塊を除去し異物摘出を試みるも異物がかな
り奥にあり疼痛が強いことと前日の処置で警戒心が強くなり安静確保が困難であった。そのた
め当院小児科医に依頼しケタミン麻酔による鎮静下での摘出を試みたが体動が多く完全な安静
が得られず、即日入院のうえ全身麻酔科に臨時手術となった。
【手術】
上下が長径となる骨部外耳道に対し球形の異物が嵌頓しており、異物鈎を上下の隙間から挿

入して摘出を試みたが一定の部位までで可動性がなくなり摘出が不可能であった。鉗子類では
球面が滑り把持できなかった。尿管結石摘出用のバスケットカテーテル鉗子を使用して異物を
確実に把持しても摘出は不可能であったため、把持して牽引したままにして球体が鼓膜にでき
るだけ接しない状況下においた。牽引状態で2mmのカッティングバーで球体の中心部を掘削貫
通してから球体の内側から外側へ削開を進めて壁を徐々に薄くしていき、球面に達して形態が
歪み外径が縮小したところで摘出となった。摘出した異物は直径約6mmであった。
鼓膜後方には穿孔を生じており、度重なる摘出操作で発生したものと考えられた。骨部外耳

道の皮膚も一部剥離しており、穿孔と併せてベスキチンWで被覆しメロセルで外耳道内を圧迫
し手術終了とした。鼓膜形成術は行っていない。手術所要時間は1時間30分であった。
【考察】
異物が嵌頓し容易に摘出できなかった要因として、前医での処置で生じた外耳道皮膚の腫脹

から外耳道径が狭くなり正常状態でもギリギリの径だった異物が完全に外耳道に嵌頓したため
と考えられた。また、受診が夜間帯となり翌日まで治療待機となったため治療開始までの時間
が長くかかったことも腫脹を悪化させた原因と考えられた。
プラスチック製のBB弾は球体で表面平滑であるため、しばしば把持が困難で摘出に難渋す

る。今回使用した尿管結石用のバスケットカテーテル鉗子は直径12mmまでの物体を把持する能
力があり、直径約6mmの球体異物を把持するのには十分なサイズで異物を牽引するのにも十分
な把持力があった。小児の外耳道異物や鼻腔異物のうち把持困難なものの摘出器具として選択
肢に入れておくべきと考えられた。
今回の手術でははじめ耳科手術用内視鏡を使用した。片手に内視鏡を持つためone hand oper-

ationとなり摘出操作に不自由を感じて途中顕微鏡も併用したが、耳鏡の把持で結局手術操作を
行えるのは片手のみだったため操作の自由度は内視鏡も顕微鏡も大きな違いはなかった。乳突
削開術のように開創器をで術野の視野拡大が図れないために顕微鏡でも両手操作は不可能であ
った。より詳細に異物周辺の状況を観察できる点において内視鏡のメリットはあると考えられ
た。
【まとめ】
骨部外耳道に嵌頓し摘出に難渋したプラスチック球（BB弾）異物の手術症例を経験した。嵌

頓の悪化要因として摘出操作による外耳道皮膚の腫脹と手術待機時間の遷延が考えられた。尿
管結石用バスケットカテーテル鉗子が摘出の補助に有用であった。内視鏡下でも顕微鏡下でも
手術操作に大きな差はなかった。
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当科における顔面神経麻痺の検討

山田　啓之、本岡　太心、上甲　智規、寺岡　正人、羽藤　直人
愛媛大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

Bell麻痺やHunt症候群はステロイドや抗ウイルス薬、循環改善薬などを投与する保存的治療
が一般的に行われるが、一度高度麻痺に陥るとその予後は良好とは言えず、顔面神経減荷術が
行われる。顔面神経減荷術の目的は骨性の顔面神経管を開放することによって神経の絞扼を解
除し、神経変性を予防することにある。現時点での減荷術の問題点は手術至適時期（発症2週間
以内）に手術を行える症例が少ないこと、完全変性に陥った神経への治療効果は不明であるこ
と、顔面神経を十分に開放するためには難易度の高い耳科手術手技を要することなどが挙げら
れる。さらに、未だ減荷術に関するエビデンスは確立されていないことも問題点の一つに挙げ
られる。そのため減荷術を検討した過去の報告では症例数が少なく、多数例の報告は少ない。
そこで今回我々はBell麻痺やHunt症候群に対する顔面神経減荷術を検討し報告する。対象は当
院が開院した1976年4月から2015年12月までの間に当科で顔面神経減荷術を行ったBell麻痺と
Hunt症候群とした。顔面神経減荷術はスコアが8点以下（柳原法）、NETがスケールアウト、
ENoG値が10％未満を満たした症例に行われた。Bell麻痺は142例とHunt症候群は101例であっ
た。Bell麻痺では発症から4週間以内に手術を行った症例が34％、5週から8週の間に行ったもの
は33％、9週以降に行ったものは33％であった。一方、Hunt症候群ではは4週間以内に手術を行
った症例が46％、5週から8週の間に行ったものは38％、9週以降に行ったものは16％であった。
顔面神経の減荷範囲に関してはBell麻痺、Hunt症候群ともに膝神経節から末梢の症例が最も多
かった。最終予後はBell麻痺では平均35点（柳原法）、Hunt症候群では平均34点（柳原法）であ
った。
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大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科を受診した
顔面神経麻痺例の臨床統計

尾﨑　昭子、萩森　伸一、綾仁　悠介、櫟原　崇宏、金沢　敦子、河田　　了
大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頚部外科

2006年1月から2017年3月に当科を受診した顔面神経患者の臨床統計を報告する。この間、受
診した患者は929名で、再発例を含め、延べ949例を対象とした。方法は診療録をもとにした後
ろ向き解析を行い、性別、年齢分布、患側、原因、再発回数、治療成績について検討した。な
お、EIAによるウイルス抗体価測定は2011年以降では全例に対し、初診時および発症から3、4
週間後の2回測定をしている。zoster sine herpete（ZSH）の診断は、顔面神経麻痺以外に症状
がなく、かつVZV-IgGが50以上またはペア血清で2倍以上の上昇、またはVZV-IgMが0.8以上と
した。

2016年の顔面神経学会において、完全麻痺の定義は旧基準の「8点以下」から「10点以下」
へ、また治癒判定は「36点以上かつ中等度以上の後遺症を認めないもの」から38点以上かつ中
等度以上の後遺症を認めないもの」へと改定された。今回の検討では治癒判定については新基
準を用いて、発症後12ヶ月までの間に40点法による麻痺スコア38点以上かつ中等度以上の後遺
症がないものとした。なお当科における顔面神経麻痺の治療は、プレドニゾロン 120mg、
80mg、40mg、20mgを各2日ずつの漸減投与、およびバラシクロビル3000mgの7日間内服投与を
基本とし、年齢や体重に応じて適宜減量をしている。完全麻痺例では、患者の希望により顔面
神経麻痺減荷術を実施している。
性別は男性が476例、女性が473例であった。年齢分布は0〜96歳（平均52才）であった。患側

は右が475例で左が471例であったが、両側同時発症が3例存在した。疾患別ではBell 麻痺が663
例70％、Hunt症候群が115例12％、ZSHが79例8％、残りの10％の原因は耳下腺癌21例、外傷14
例、脳血管障害5例など様々であった。単回発症の症例が93％を占めたが、再発例が7％存在し
た。異時性同側性は31例、異時性交代性は45例で、再発回数は最高4回であった。
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当科における顔面神経減荷術症例の検討

山田光一郎 1、三浦　　誠 1、暁　久美子 1、木村　俊哉 1、林　　泰之 1、谷上　由城 1、
中平　真衣 1、池田　浩己 1,2

1日本赤十字社　和歌山医療センター　耳鼻咽喉科、2池田耳鼻いんこう科院

はじめに：顔面神経減荷術（以下減荷術）は，保存的加療に抵抗する高度の末梢性顔面神経麻
痺に対する代表的な外科的治療である．暁らは2015年の本学会にて，Bell麻痺およびRamsay
Hunt症候群（以下Hunt症候群）に対して当科で減荷術を施行した17例を対象に予報を行い，術
後の予後予測における術中誘発筋電図（NIM）の有用性を報告した．今回，対象期間を広げ症
例数を増やした上で，手術による聴力変化なども含め検討したので報告する．
対象と方法：2010年10月から2017年1月までの間に，初発の末梢性顔面神経麻痺患者（Bell麻
痺＋Hunt症候群）のうち減荷術を施行した43例を対象とした．半年以上経過観察可能であった
症例に加え，経過観察が半年未満であっても治癒（顔面神経麻痺スコアが柳原法36点以上）し
た症例も対象に含めた．　当科における減荷術の適応は，原則としてステロイドと抗ウイルス
薬治療後に完全麻痺（顔面神経麻痺スコア≦8点）かつENoG≦10％を満たすものとした．
10％＜ENoG≦15％の症例については，完全麻痺かつ患者の希望が強い場合に相対的適応として
手術を施行した．　手術アプローチは経乳突法で行い，キヌタ骨は一旦摘出，膝神経節〜顎二
腹筋腱稜にかけて顔面神経管を解放し，神経鞘切開は行わない方法を基本術式としている．ま
た減荷終了後にNIM response®を用いてNIM反応を計測した．
結果：男性23例，女性20例．右23耳，左20耳．平均年齢は60.0歳（30〜85歳）．Bell麻痺30例，
Hunt症候群13例．発症から手術までに要した日数の平均は27.0日（14〜70日）であった．治癒
症例は22例（51％）であり，最終受診時の顔面神経麻痺スコアは，平均31.2点（8〜40点）であ
った． 年齢（60歳以上），性別（男性），Hunt症候群，手術までの日数（29日以上），術前ENoG
（0％），術中NIM反応（0.5mAで反応なし）を候補として，治癒に対する予後不良因子を検討し
たところ，術中NIM反応のみが有意差を認めた（Fisher検定にてp=0.00155）．術中NIM反応を
認めた症例17例中14例（82％）が治癒にいたったのに対し，術中NIM反応を認めなかった症例
26例のうち治癒にいたった症例は8例（31％）のみであった．最終受診時の顔面神経麻痺スコア
は，術中NIM反応を認めた症例では平均点36.5点（24〜40点），　術中NIM反応を認めなかった
症例では平均27.7点（8〜40点）であった．術後3カ月以降に聴力検査を施行した39例について術
前後における聴力（4分法）を比較したところ，術前平均骨導22.7dB，術後平均骨導23.9dBで，
術前平均気導26.0dB，術後平均気導31.2dBであった． 各々の周波数別に検討したところ，骨導
については聴力損失が少なかったのに対し，気導については125Hz，250Hz，4000Hz，8000Hz
で15dB以上の聴力損失を認めた症例があった．
考察：前回の報告と同様，術中NIM反応を認めた症例では有意に治癒する症例が多かった．術
中NIMの反応の有無は予後予測に有用であり，術後の患者への説明の際に参考になると思われ
た．手術による聴力損失は，主に気導の損失であり，キヌタ-アブミ関節の離断の際と，キヌタ
骨のrepositionの際にはより注意が必要であると考えられた．
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顔面神経減荷術におけるNIMレスポンス3.0®を用いた
術中神経直接刺激検査と予後の関係

山岸　達矢、大島　伸介、窪田　　和、泉　　修司、森田　由香、高橋　邦行、堀井　　新
新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科

【はじめに】高度末梢性顔面神経麻痺患者では、発症後7-10日目にENoG検査を行い、予後不良
と考えられる場合は顔面神経減荷術を施行することが一般的である。すなわち、ステロイドや
抗ウイルス薬による保存的治療に対する予後はENoG値で推定可能であるが、減荷術後の予後は
術前ENoG値では推定困難である。手術中に術後予後が推定できれば、術中や術後の追加治療の
必要性が判明し有意義と考える。本研究では、術中にNIMレスポンス3.0®（以下NIM）を用いて
顔面神経を直接刺激し、NIM反応閾値と減荷術後の予後との関係をretrospectiveに検討した。
【対象と方法】対象は2014年4月から2017年3月の間に顔面神経減荷術を施行した12例である。経
乳突アプローチにて上方は膝神経節から下方は経乳突孔まで顔面神経を開放し、神経鞘切開を
行った後にNIMにて神経を3点で（膝神経節、第2膝部、茎乳突孔付近）直接刺激した。刺激電
流は0.1mA単位で調節し、100mV以上の顔面表情筋筋電図波形が出現した電流強度を反応閾値
とした。術後6か月時点での表情筋スコアを柳原法で評価し、36点以上を治癒とした。治癒群
（n=7）と非治癒群（n=5）の2群間で、顔面神経各部位でのNIMの反応閾値を比較した。また、
他の評価項目として、年齢、性別、病因、発症から手術日までの日数、術前スコア、術前ENoG
値に治癒群、非治癒群で差がないか比較した。さらに、反応閾値により予後判定ができるかど
うか検討する目的で、1.0mA以下で3点とも反応を認めた反応あり群（n=7）と1.5mA以上でも3
点全てで反応が見られない反応なし群（n=5）に分類し、術後スコアの経時的な回復傾向の差を
比較した。
【結果】・治癒群/非治癒群における、NIM反応閾値膝神経節で0.70±0.15mA/1.33±0.10mA（P＜
0.015）、 第 2 膝 部 で 0.60±0.17mA/1.20±0.19mA（ P＜ 0.015）、 茎 乳 突 孔 付 近 で
0.75±0.23mA/1.17±0.21mA（P=0.09）であり、治癒群のNIM閾値は膝神経節および第2膝部で
有意に低かった。他の評価項目比較では、治癒群/非治癒群でそれぞれ年齢40.1±6.1歳/42.7±7.4
歳、性別（男性：女性）5：2例/4：1例、病因（Bell麻痺：Hunt症候群）5：2例/3：2例、発症
から手術までの日数26.6±3.0日/22.4±2.3日、術前スコア4.6±1.0点/5.2±1.1点、術前ENoG値
5.2±1.0％/2.8±1.4％と有意差を認めなかった。・反応あり群/反応なし群における術後スコア術
後6か月における表情筋スコアは36.3±1.4点/27.6±3.3点（P＜0.02）と反応あり群で有意に高値
であった。術後3か月および1か月におけるスコアはそれぞれ、30.8±1.6点/18.0±4.9点（P＜
0.04）および18.0±2.5点/8.0±3.2点（P=0.07）であり、術後３か月から有意な回復を認めた。他
の評価項目比較では、反応あり群/反応なし群それぞれ年齢33.8±3.3歳/51.0±9.4歳、性別（男
性：女性）5：2例/4：1例、病因（Bell麻痺：Hunt症候群）5：2例/3：2例、発症から手術まで
の 日 数 25.1±2.1 日 /24.4±2.7 日 、術 前 ス コ ア 4.2±1.1 点 /4.8±0.9 点 、術 前 ENoG 値
5.0±0.9％/3.1±1.6％と有意差を認めなかった。
【考察】表情筋スコア低値やENoG10%以下に該当する症例は一般的に予後不良とされている。
今回の検討では治癒群と非治癒群では術前スコアやENoG値に差を認めなかったが、術中NIM刺
激による反応閾値は治癒群で有意に低く、またNIM反応あり群では術前ENoG値に関わらず術後
スコアが有意に良好であった。このことから術前ENoG値では術後の予後判定は不可能である
が、術中NIM刺激により術後の予後を判定できる可能性が示唆された。ENoG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が、神経鞘切開後の術中直接刺激検査は術前ENoGより
も正確に神経変性の程度が診断できるためと考えられた。今回の検討では術中NIM刺激による
反応があるかないかで術後の予後が規定されたため、NIM反応閾値のカットオフ値の算出はで
きなかった。さらなる症例の蓄積と解析によってカットオフ値を設定できれば、術中や術後の
追加治療（中頭蓋窩アプローチの併用、神経再生因子の投与など）の必要例の選別に有用と考
えられる。
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キヌタ骨を摘出しない経乳突洞的顔面神経減苛術における
術後難聴予防の工夫

佐々木　徹 1、伊藤　真人 2

1自治医科大学　耳鼻咽喉科、2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

【はじめに】顔面神経減苛術は、ENoG所見から予後不良と予測される高度麻痺症例で適応とな
る。一般に、経乳突洞的に後鼓室に到達し、キヌタ骨を摘出して視野を確保の上、顔面神経管
を開放しキヌタ骨を元の位置に戻す術式（repositioning）が選択される。しかし本法では周辺骨
とキヌタ骨の癒着による伝音難聴や高音域の感音難聴を来たしやすい。そこでキヌタ・アブミ
関節（I-S joint）のみ離断しツチ・キヌタ関節（M-I joint）は外さず、キヌタ骨を一旦摘出する
ことなく行なう方法が既に報告されている（斎藤ら、2010）。すなわちキヌタ骨を偏移させて顔
面神経水平部の視野を得、顔面神経管を開放した後に in situな位置にキヌタ骨を戻す。今回、
我々は術後難聴防止の工夫として術中にシリコンシートを I-S jointに挟み込みキヌタ骨を外側に
偏移させアブミ骨を保護した上で顔面神経減苛術を施行したので報告する。
【症例】12歳男児。2017年6月4日、左耳痛、左顔面神経麻痺が出現、6月6日より左耳介に水泡が
認められ左Ramsay Hunt症候群の診断にて6月7日当科紹介受診、同日入院となった。入院時
8/40点（柳原法）、アブミ骨筋反射陰性、聴力正常であった。バルトレックス®内服、リンデロ
ン®点滴を行なうが6月13日ENoG 0％であり予後不良と予想された。保護者・本人の informed
consentの下に6月14日経乳突洞的顔面神経減苛術を行なった。
【手術】posterior tympanotomyにて後部鼓室を開放後、I-S jointを離断。M-I jointは離断せずキ
ヌタ骨体を外側に偏移させた。術後難聴防止を目的に I-S jointにシリコンシートを挟みアブミ骨
を保護した上で茎乳突部から膝神経節付近まで顔面神経管を開放し神経鞘を露出した。神経鞘
を切開すると腫脹した神経が膨隆し、特に水平部の腫脹が強かった。神経周囲にはdexametha-
soneを吸収させたGelfoam®を留置した。キヌタ骨の偏移を解除しI-S jointをベリプラストP®にて
固定した。
【考察】顔面神経減苛術の適応や手術タイミングには多くの議論がある。有効性も確立されてい
るとは言い難く有害事象を最低限とすべきである。特に術後伝音難聴・感音難聴の予防は重要
な課題である。キヌタ骨を摘出しない術式においてシリコンシートでアブミ骨を保護すること
は簡便かつ有効性の期待される術後難聴予防の工夫と考えられた。

Otol Jpn 27 (4) :403 , 2017

O-69



末梢性顔面神経麻痺における経頭蓋磁気刺激法を用いた
新たな治療法の開発とその評価

稲垣　　彰、南方　寿哉、関谷　真二、村上　信五
名古屋市立大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科

顔面神経麻痺は社会的な生活に大きな影響を及ぼす顔面表情筋の麻痺を生じる疾患であり、
罹患患者のうち17%に後遺症を残す。末梢性顔面神経麻痺の本体はウイルス性炎症による側頭骨
顔面神経管内での顔面神経の神経絞扼と、それに続発する不可逆的な神経障害であり、神経絞
扼を和らげるためのステロイド剤による抗炎症治療・抗ウイルス治療が急性期に対する現在の
標準的治療となっている。近年、経頭蓋的磁気刺激法（TMS）を用いて、ヒト大脳運動皮質の
興奮性を長時間高めることが可能となり、人工的に運動皮質の脳可塑性を誘導する手法として
注目を集めている（3, 4）。中でも、TMSと末梢神経電気刺激を組み合わせた連合性対刺激
（TMS followed by a paired associated stimulation、TMS-PAS）は多数の末梢神経系で15-30ms
の間の適切なTMS-PAS間の刺激間隔を設定することで、長期増強（long term potentiation,
LTP）による反応増強を誘導できることが示されている。昨年、TMS-PAS間の刺激間隔を20ms
に設定することで、健常者の顔面表情筋においてTMS-PASを用いることで、少なくとも一過性
にLTPによる反応増強が誘導されることが報告され、顔面表情筋の運動機能障害に対する新た
なリハビリテーション法として期待されている。そのため、今回我々は、重度の末梢性顔面神
経麻痺患者を対象に、TMS-PASにより運動リハビリテーションを行い、その効果を検証した。
当院を受診した重度末梢性顔面神経麻痺患者で、同意取得日に満20歳以上70歳未満の患者で、
プロトコール治療の実施・検査について文書で同意が得られた患者を対象とした。但し、当院
で施行した柳原法（40点法）による顔面神経麻痺評価で発症後の最悪時スコアが10点以下、な
いし、当院または他院で施行したElectroneurography（ENoG）で、オトガイ法もしくはblink
reflexのどちらかの最少値が15％以下の患者を重度麻痺とする。医学研究および臨床上の有用性
が確認され、安全性の上で重大な問題がないと考えられる、低頻度反復刺激（1 ヘルツ未満）の
磁気刺激法を日本臨床神経生理学会のガイドラインに準じて用いた。実際には、リハビリテー
ションとしてTMSと末梢神経電気刺激を組み合わせた連合性対刺激（TMS-PAS）を用いる。す
なわち、被験者の顔面神経下行枝ないし大頬骨筋、口角下制筋の支配神経を電気刺激し、その
20ミリ秒後のタイミングで大脳運動野にTMSを行う（6）。この対刺激を0.2ヘルツで240回繰り
返す（合計20分間）。大脳運動皮質-延髄投射を定量化するために、単発のTMSにより誘発され
る運動誘発電位（motor evoked potential; MEP）を連合性対刺激の前後に記録し（約５分間）、
20回MEP振幅平均値の変化率を計測した。また、柳原法による顔面神経麻痺スコアの変化を併
せてTMS－PAS 施行前後に検討したので報告する。
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後に顔面神経鞘腫が発見された先天性顔面神経麻痺の１例

塚原　桃子、浜田　昌史、小田桐恭子、飯田　政弘
東海大学　医学部　耳鼻咽喉科

［はじめに］先天性顔面神経麻痺患者では顔面神経の形成不全や欠損が報告されている。今回、
先天性顔面麻痺患者に対して19歳で施行した画像検査において側頭骨内腫瘍の存在が疑われ手
術を行った結果、顔面神経鞘腫との診断に至った稀な症例を経験した。
［症例呈示］19歳女性。生下時に右顔面麻痺に気付かれ、近医小児科で頭蓋内精査を受けるも異
常を指摘されなかった。その後も他院耳鼻科を受診するも精査されず、先天性顔面麻痺の診断
のまま経過観察となっていたが、大学入学を機に当院を紹介された。鼓膜所見は両側とも正
常、右顔面麻痺は柳原40点スコアで32点、右軽度伝音難聴を認めた。側頭骨CTにおいて顔面神
経膝部から乳突部まで顔面神経の病的な腫脹、中頭蓋窩の骨欠損を認めた。MRIでも同部位に
造影効果が認められたため腫瘍の存在が疑われた。患者本人の希望もあり、病理診断を兼ねた
顔面神経減荷術の方針となった。手術は経乳突的に顔面神経にアプローチすると、上鼓室には
腫瘍様病変が充満しキヌタ骨は埋没が予想されたため、経外耳道的にキヌタアブミ関節を離断
後、キヌタ骨を一旦摘出した。この病変は鼓室部顔面神経へと連続し神経鞘腫を思わせた。さ
らに末梢の茎乳突孔までを開放したが、乳突部は全体に病的腫脹を認めたため神経鞘を切開し
た。神経刺激装置（NIM）を使用し反応が乏しかった膝部の一部から標本を採取した。画像
上、迷路部は明らかな腫瘍性変化を認めなかったため、今後の顔面神経移植の必要性を念頭に
中頭蓋窩開頭は行わず経乳突的顔面神経減荷術に留めて手術を終了した。病理診断結果は神経
鞘腫であった。術後は麻痺の増悪はなく経過観察中である。
［考察］先天性顔面麻痺は、新生児期あるいは乳児期早期に気付かれる顔面麻痺をいう。
McHughらはその発現率を0.23％程度と報告している。生下時に麻痺が認められるものの中に
は、分娩時外傷性麻痺や子宮内体位性麻痺といった機械的圧迫が原因で生じるものがあるが、
これらは自然回復してくることが多いとされる。一方で、分娩時の外傷機転のない先天性顔面
麻痺は遺伝、薬物中毒、ウイルス感染などが原因として推察されており、Mobius症候群、
Treacher Collins症候群、サリドマイド中毒、先天性下口唇麻痺などが挙げられる。これらの症
例では、神経、筋肉ともに形成不全あるいは欠損していると考えられており、予後は不良で治
療は困難である。われわれは併存奇形のない高度麻痺が遷延する先天性顔面麻痺の2例を報告し
たが、ともに側頭骨CTにて側頭骨内顔面神経の狭小化を認めた。稲村らも、多断面再構成によ
る側頭骨CTを施行した結果、先天性麻痺例の患側顔面神経管に迷路部から垂直部の狭小化が認
められたと報告している。これまでに本症例のような神経鞘腫が原因と考えられる先天性顔面
神経麻痺の報告は渉猟し得ず、極めて稀な症例であると考えられた。顔面神経原発の腫瘍は神
経鞘腫が最も多く、神経線維腫が次ぐ。Jacksonらは腫瘍性顔面麻痺の特徴として、3週間以上
にわたる緩徐な進行性麻痺、回復傾向のみられない麻痺、前駆症状としての顔面痙攣、随伴す
る脳神経症状、反復する麻痺、単一神経枝の麻痺、疼痛を挙げている。本症例では回復傾向の
みられない麻痺であり軽度難聴は伴っていたが、進行や反復のような特徴的な経過は示してい
ない。Yafitらは、3歳頃から顔面麻痺が徐々に進行し手術にて顔面神経鞘腫の診断に至った5歳
児の症例を報告しており、低年齢児でも神経鞘腫が原因となる顔面神経麻痺は生じ得る。本症
例は生下時からの麻痺であるが、いつから腫瘍が存在しどのように麻痺に影響したかは不明で
ある。先天性麻痺の原因がもし腫瘍であっても、腫瘍が小さければ通常の画像検査では見逃さ
れる可能性があり、その後も腫瘍の存在・増大の可能性を念頭にフォローアップCTを行うべき
なのか、先天性顔面麻痺のマネージメントについて考えさせられる症例となった。
［まとめ］先天性顔面麻痺で神経鞘腫が原因となることは極めて稀である。本症例ではいつから
腫瘍が存在し、どのように麻痺に影響したかは不明であるが、先天性顔面麻痺のマネージメン
トについて今後検討していきたい。
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耳小骨の分化機構と臨床統計から考察する耳小骨奇形の病態

小島　敬史 1,2、神崎　　晶 1、大石　直樹 1、藤岡　正人 1、和佐野浩一郎 1、
平賀　良彦 1,3、小川　　郁 1

1慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室、2町田市民病院、3静岡赤十字病院

【背景】耳小骨奇形の臨床所見はきわめて多彩で、病態の把握は困難である。我々は耳小骨の分
化機構に基づいた新しい分類を2014年、2016年の本学会で提唱し、現在は図の通り修正した。
発生学的知見に基づいた本分類は、病態の理解を促し得ると考えた。今回我々は、近年の発生
学的研究結果に加え、統計解析結果から耳小骨奇形の病態について考察する。
【対象】2001年から2014年に初回手術加療を行った耳小骨奇形62名72耳。
【方法】新しく提唱した耳小骨奇形分類（図）をもちい、各群の累積数による頻度を求めた。次
いで各群と隣接部位の先天性異常（耳介、外耳道、顔面神経（Jahrsdoerfer, 1981）、内耳）との
関連性について統計的解析を行った。
【結果（図）】Group 3が最も多く（56.9％）、次いでGroup 4（41.7％）、Group 5（26.4％）であっ
た。耳介の異常、外耳道の異常はGroup 1、2では有意に高頻度、Group 3では低頻度であった。
顔面神経走行異常はGroup 5で有意に高頻度であった。
【考察】解剖学的観点の研究では耳小骨は第一・第二鰓弓由来であるとされてきたが、近年の胚
葉の観点からの研究により耳小骨は神経堤由来細胞が８つの亜部位（鼓膜輪、ツチ骨柄、頸、
頭、キヌタ骨体、長脚、アブミ骨上部構造、底板）にそれぞれ独立して誘導され分化すること
が明らかになった（Mallo, 1997）。その順序は解剖学的構造とは一致せず、例えばキヌタ骨長脚
は最後にすでに形成されたキヌタ骨体とアブミ骨頭を架橋するように形成される。
船坂の分類ではキヌタ・アブミ関節の異常は最も高頻度とされている。しかし、実臨床では

全く正常なアブミ骨にキヌタ骨長脚の異常を伴う症例を経験することも少なくない。すなわ
ち、キヌタ骨長脚はアブミ骨とは独立して異常を呈しうると言える。一方で、この両者の異常
が高頻度に合併するのは事実である。この複雑な関係性を説明するべく、時系列を含めた耳小
骨発生亜部位と、本研究の結果から耳小骨奇形の病態について以下の通り仮説をたてた。「耳小
骨奇形は各亜部位で独立して形成される。ただし、先行する隣接部位の先天性異常がある場合
影響を受ける。」この仮説は外耳の異常とGroup1、2の関係性および顔面神経走行異常とGroup 5
の関係性からも支持される。
【結語】新しい耳小骨奇形分類を用いた統計解析により、耳小骨の分化機構のみならず奇形の病
態に関する理解を促すことが期待できる。
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顔面神経鼓室部の走行異常を伴った耳小骨奇形の検討

平賀　良彦 1,2、大石　直樹 1、神崎　　晶 1、小島　敬史 3、和佐野浩一郎 1、小川　　郁 1

1慶応義塾大学医学部　耳鼻咽喉科学教室、2静岡赤十字病院　耳鼻咽喉科、
3町田市民病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
耳小骨奇形に顔面神経走行異常を伴う症例が存在することは知られているが、その詳細な頻

度や原因についての報告は少なく十分な解析は行われていない。われわれは昨年の本学会で顔
面神経鼓室部の走行異常を伴った耳小骨奇形4耳について報告したが、走行異常を伴わなかった
耳小骨奇形との比較検討は十分ではなかった。そこで、今回耳小骨奇形症例の後ろ向き解析を
行い発生学的考察を加え報告する。
【対象と方法】

2001年1月から2016年3月までに慶應義塾大学病院で耳小骨奇形の診断で初回手術を行った82
例93耳について検討した。顔面神経走行異常はJahrsdoerfer（1981, Laryngoscope）の分類に従
い、I. 顔面神経が下垂しアブミ骨や卵円窓の上に覆い被さるように走行するもの、II. 顔面神経
の走行異常があり卵円窓が存在するもの、III. 顔面神経の走行異常があり卵円窓が存在しないも
の、に分類した。アブミ骨底板が確認できる程度の鼓室部の下垂は走行異常には含めなかっ
た。顔面神経走行異常がどの耳小骨奇形に伴いやすいか、小耳症、外耳道狭窄、内耳奇形、先
天性真珠腫に伴いやすいかにつきフィッシャーの正確確率検定を用いて検討した。また、手術
成績や特徴的なCT画像所見についても検討した。
【結果】
顔面神経鼓室部の走行異常は7例8耳（8.4%）に認め、分類はI.1耳、II.6耳、III.1耳であった。

その内アブミ骨上部構造の異常は87.5％（7/8）に、アブミ骨底板の固着は75.0％（6/8）に、卵
円窓の欠損を12.5%（1/8）に認め、上部構造異常と底板固着に顔面走行異常を伴いやすかった
（p=0.027および0.015）。また、小耳症に合併しやすく（p=0.038）、キヌタ骨長脚異常に合併しに
くかった（p=0.049）。手術は卵円窓欠損のため1耳聴力改善手術を断念し、6耳Stapedotomy、1
耳TPIVcを行い、半年以内に追跡不能となった1耳を除いた6耳全て成功した（2010年日本耳科
学会判定基準）。術前CT画像にて顔面神経走行異常が明らかに診断できない症例では、アブミ
骨周囲の顔面神経鼓室部が軸位断や冠状断で不明瞭になることが多かった。
【考察】
顔面神経の鼓室部と乳突部の区別は胎生6週にアブミ骨原基の発生によって顔面神経が屈曲し

生じるため、アブミ骨と顔面神経鼓室部の奇形は合併し易いと考えられており、本検討はそれ
を裏付ける結果となった。キヌタ骨長脚の異常を伴わずアブミ骨奇形の可能性がある症例で
は、特に顔面神経鼓室部の走行異常の可能性を考慮して手術に臨むべきと考える。
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耳小骨奇形例における顔面神経鼓室部形態異常の頻度と
連鎖再建術への影響

中島　崇博、後藤　隆史、中村　　雄、奥田　　匠、松田　圭二、東野　哲也
宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】中耳奇形に対する手術療法において、耳小骨奇形の病態が伝音再建の成否を握る鍵
であることは言うまでもない。耳小骨連鎖以外の要因も術式に影響を及ぼすことがあり、その
中でも顔面神経管は重要な要因の一つである。走行異常を伴う症例では伝音再建自体が困難と
なる可能性があり、そのような症例に対する術式についてこれまで種々の症例報告がなされて
いる。今回当科にて経験した手術症例について鼓室内顔面神経の状況と術式への影響を検討し
た。
【対象と方法】当科で1992年から2012年の間に手術的に確認された中耳奇形症例99例116耳を対
象とした。鼓膜観察困難な外耳道狭窄症、鼓室硬化症や耳硬化症との鑑別が困難な症例は除外
した。船坂分類に基づきそれぞれの奇形群における顔面神経下垂、顔面神経管裂開、裂開と下
垂の合併、その他の異常について、これらの形態異常による術式や操作への影響の有無を検討
した。
【結果】116耳中20耳（17.2％）に何らかの形態異常を認めた。船坂分類各群（１群はF1、以下
同様）における耳数は、F1（41耳）、F2（4耳）、F3（11耳）、F1+2（11耳）、F1+3（37耳）、
F2+3（4耳）、F1+2+3（8耳）でそれぞれ5、0、4、4、5、1、1耳であった。顔面神経下垂、裂
開、下垂と裂開の合併、その他はそれぞれ6、5、5、4耳で、その他の内容は走行異常（前方2
耳、分枝1耳）、同定不能1耳であった。これら20耳のうち10耳で顔面神経形態異常が手術操作等
に影響を及ぼしたと思われた。人工耳小骨では0.3mm径テフロンピストンを3耳、0.4mm径のテ
フロンワイヤーピストンを1耳、ワイヤーピストンを2耳に用いた。2耳で顔面神経管と耳小骨の
骨性固着に対して切削を要し、1耳は試開にとどめている。1耳では底板視認が困難であったた
め観察に硬性内視鏡を用いた。
【考察】顔面神経鼓室部の形態異常としては、顔面神経管裂隙、前庭窓への下垂、走行異常が挙
げられる。顔面神経管裂隙は側頭骨標本の検討では57〜83％、臨床での検討（アブミ骨手術時
の観察）では11％程度との報告がある。頻度に差があるがいずれにしても解剖学的個体差の範
疇といえる頻度ととらえられる。今回の検討では17％に裂開を含む何らかの顔面神経形態異常
を認めた。船坂分類各群における頻度の差についてはF3とF1+2において高い傾向を示したが、
群間で耳数にばらつきがあるため比較は難しい。底板固着（F3）を含む群（F3、1+3、2+3、
1+2+3）60耳とそれ以外の群56耳との比較ではそれぞれ11耳（18.3％）と9耳（16.1％）と差を認
めず、底板固着を含む群が顔面神経形態異常の頻度が明らかに高いとは言えなかった。
手術では、10耳のうち6耳でより細径のピストンを使用した。これは顔面神経下垂のためとい

うより裂開部分でピストンが直接顔面神経に接触することを回避する目的で使用されていた。
走行異常で前庭開窓した場合も同様の理由で細径のものを用いている。前述のように形態異常
の頻度としては底板固着を伴う群（前庭閉鎖含む）とそれ以外の群で差はないが、このように
手術手技に影響を与えた症例でみてみると、前者は11耳中7耳（63.6％）に対して後者は9耳中3
耳（33.3％）であった。これは前庭閉鎖例で3耳に顔面神経走行異常があり開窓部位が顔面神経
に近接していたためである。底板固着を伴う奇形や前庭閉鎖では顔面神経近傍の操作が避けら
れないため、その形態次第で通常より細い径の人工アブミ骨の準備が必要と思われた。
【結語】中耳奇形における顔面神経形態異常は特に高頻度というわけではなく、奇形分類に対す
る頻度にも大きな差は認めないが、底板固着や前庭閉鎖を伴う奇形すなわちアブミ骨手術とな
る症例では、手術操作や人工耳小骨の選択に留意せねばならない。このような奇形が想定され
る場合、シャフトの細いピストンの用意など周到な術前準備を要する。
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CT上の顔面神経走行異常から病態が推測された
アブミ骨奇形の２症例

三澤　　建、熊川　孝三、小林万里菜、渡部　涼子、武田　英彦
虎の門病院　耳鼻咽喉科・聴覚センター

はじめに
中耳奇形は小児期に発見されることが多いが、病態が多様であるために手術ではそれに応じた術

式が選択される。手術により良好な成績が得られることが多い一方で、稀に顔面神経の走行異常を
伴い治療に難渋する症例が存在する。この様な症例に対して術前の正確な診断、プランニングが重
要であることは言うまでもない。今回我々は、治療に難渋した高度に顔面神経走行異常を呈し、類
似したアブミ骨病態を有する中耳奇形２例を経験したので、発生学的な考察を加えて報告する。
症例1

42歳女性。主訴は左難聴。
既往歴：気管支喘息、生活歴：機械飲酒、喫煙10本/日20年間、家族歴無し
病歴：小学校低学年の時にソフトボールが左耳に当たって以来聴力の低下を自覚。治療せずに経

過観察されていた。揚力改善目的に当院紹介受診された。
初診時所見：耳介、外耳道の奇形無く、鼓膜正常。標準純音聴力検査では、気導閾値右16.25dB、
左81.3dB、骨導閾値右16.25dB、左31.25dB（4分法）の左混合性難聴であった。TGは左右ともにA
型、耳小骨筋反射は右反応有、左無反応（反対側刺激）であった。側頭骨CTでは、左側でキヌタ・
アブミ（IS）関節の離断、アブミ骨脚の骨濃度の低下、顔面神経走行異常（顔面神経が底板上を走
行）を認めた。
手術所見：キヌタ骨長脚、アブミ骨上部構造および前脚は存在していたが、アブミ骨後脚とアブ

ミ骨筋腱は形成されていなかった。両者は関節では離断しており、アブミ骨底板は骨性の卵円窓か
ら分離していた。また卵円窓上を走行している顔面神経（神経モニターで確認）にアブミ骨は圧排
されていた。卵円窓の頭側には顔面神経管と考えられる骨隆起が存在したが、電気刺激には反応し
なかった。アブミ骨後脚前脚を切断し、アブミ骨を摘出後、顔面神経を頭側に移動し、卵円窓をス
キータドリルで小開窓し、テフロンピストンを小孔に挿入し、キヌタ骨長脚に締結した。
症例2

6歳男児。主訴は両側難聴。
既往歴：軽度の発達障害、家族歴無し
病歴：4歳時に両側難聴を指摘され、精査の結果、両側伝音性難聴と診断された。先天性両側中

耳奇形の疑いで当院紹介受診された。
初診時所見：耳介、外耳道の奇形無く、鼓膜正常。標準純音聴力検査では、気導閾値右58.8dB、

左76.3dB、骨導閾値右20.0dB、左36.3dB（4分法）の両側混合性難聴であった。
左側の側頭骨CTでは、蝸牛の奇形は認めないが、外側半規管は嚢状。ツチ骨、キヌタ骨、アブミ

骨の形態異常がみられた。顔面神経は卵円窓の尾側と頭側に分かれて走行していた。
手術所見：キヌタ骨長脚は存在するが通常より短く、アブミ骨上部構造と連続していた。アブミ

骨前脚は非常に短く、底板は存在しなかった。後脚は存在するものの、骨性の卵円窓とは膜性に連
続していた。顔面神経は卵円窓の直前で二股に分枝していた。アブミ骨を摘出し、卵円窓をスキー
タドリルにて開窓（gusherなし）。5ｍｍのTPを挿入し、鼓索神経に締結し、ここへ鼓膜をsliding
downし接触させた。
考察発生学的に顔面神経の走行は胎生5週の後半までは直線的に第二鰓弓を腹側へ下降する。そ

の後、6週前半頃よりアブミ骨原基が出現し、神経は後方へ押し出され、その後垂直部、水平部を
分ける走行を始め、8週後半に完成するとされている。アブミ骨形成期に障害が起きると、顔面神
経が後方へ押し出されず、正常よりも下垂する走行異常をきたすと考えられる。すなわち、顔面神
経走行異常は発生分化以降、膝部の完成する時期までに異常が生じるもと考えられる。
顔面神経走行異常を伴う症例はその程度により、撤退を余儀なくされるケースも存在する。術前

により詳細な解剖を知ることができれば、手術をすべきかの判断に加え、術中の安全性に寄与する
ことはもちろん、患者へのより具体的な説明が可能となる。そのためにはCone-beam CTを始めと
した術前診断の精度を上げることが重要となる。また、手術困難症例に対して、今後はBAHAある
いは人工中耳VSBなどの人工聴覚器の選択も可能性がある。
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片側性耳硬化症が疑われた耳小骨複合奇形の一例

松居　祐樹 1、山田　浩之 1、大石　直樹 2、南　　隆二 1、小川　　郁 2

1けいゆう病院　耳鼻咽喉科、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】耳硬化症と耳小骨奇形はいずれも鼓膜所見が正常な伝音難聴を来す疾患である。術
前診断は純音聴力検査やティンパノグラム、アブミ骨筋反射、側頭骨CTでなされるが、術中の
耳小骨の状態により確定診断に至る。今回我々は片側性耳硬化症を疑いアブミ骨手術に臨んだ
が、術中にツチ・キヌタ関節の固着、キヌタ・アブミ関節の離断、豆状突起とアブミ骨後脚の
固着を認め複合奇形と診断し、鼓室形成術に変更した症例を経験したので、その診断と術式に
ついて考察した。
【症例】44歳女性。2年前の健診で右難聴を指摘され、1年前の健診で聴力はさらに悪化していた
ため、精査目的に当院を紹介受診した。初診時の鼓膜所見は正常で、耳介の奇形や外耳道狭窄
は認めなかった。純音聴力検査は右43.8dB（3分法）の伝音難聴で、stiffness curveを呈してい
た。ティンパノグラムは両側A型、アブミ骨筋反射は右が陰性であった。側頭骨CTは耳硬化症
に見られる卵円窓前部辺縁や蝸牛周囲の脱灰像、及び明らかな耳小骨離断は認められなかっ
た。年齢、性別、進行性の伝音難聴、耳硬化症に典型的な聴覚検査像、側頭骨CT所見から片側
性耳硬化症を疑いアブミ骨手術の方針とした。耳内切開で鼓膜を全層で翻転し、骨性鼓膜輪を
削除後、アブミ骨周囲を観察した。前脚は細く、アブミ骨頭はやや短縮し、キヌタ骨の豆状突
起がアブミ骨後脚に固着していた。そのためアブミ骨の可動性は不良であったが、正円窓反射
は確認できた。ツチ骨を触診してもキヌタ骨は可動せず耳小骨複合奇形と診断した。このため
術式をアブミ骨手術から鼓室形成術へ変更した。ツチ・キヌタ関節を外すとキヌタ骨の可動性
が得られ、豆状突起の固着を解除すると、キヌタ骨が摘出された。摘出したキヌタ骨は長脚が
やや短い印象を受けた。耳小骨奇形以外の病態の可能性を考慮し、キヌタ骨を病理検体として
提出した。アブミ骨上部構造は保たれていたため、伝音再建はツチ骨頭を切除後、コルメラに
形成しアブミ骨上に置き、さらに軟骨コルメラを間に挟み、鼓室形成術 IIIi-Mとした。キヌタ骨
に他疾患を示唆するような病理学的特徴は認めなかった。術後6か月で聴力レベルは43.3dBから
11.7dBまで改善し、気骨導差も10dBまで改善しており伝音再建後の術後聴力成績判定基準
（2010）において成功となった。
【考察】耳小骨奇形は船坂の分類が一般的に用いられ、発生学的見地に基づき I〜III群に分類さ
れる。I群はキヌタ・アブミ関節の離断、II群はツチ骨・キヌタ骨の固着、III群はアブミ骨底板
の前庭側の固着である。過去の報告による各々の頻度は I群（33-56%）、II群（7-15%）、III群
（15-40%）とされるが、これらに分類できない複合奇形の報告もある。本症例は船坂の分類には
当てはまらない複合奇形と考えた。術中にツチ骨とキヌタ骨を触診しても可動性は認めなかっ
たが、ツチ・キヌタ関節を外すことでいずれも可動性が改善したこと、周囲骨との固着も認め
ず関節を外した後はキヌタ骨もツチ骨頭も容易に摘出できたことからもツチ・キヌタ関節の固
着が診断として妥当であると考えた。キヌタ・アブミ関節の離断は先天性奇形として説明でき
るが、豆状突起のアブミ骨への固着は今までに報告がなく非常に珍しい所見であった。耳小骨
奇形の術式を選択する上でも、船坂の分類は非常に有用である。I群では、アブミ骨上部構造が
保たれていれば鼓室形成術 III型を、欠損していれば IV型を選択する。キヌタ骨長脚の欠損の状
況に応じて IIIi-M, -IIIi-I,-IIIcが候補となり、IV型も同様である。II群では、固着部を完全に除去
し、これにより全耳小骨の可動性が改善すれば、耳小骨連鎖を残した方が再建例よりも術後聴
力改善が良好であるという報告もある。III群ではアブミ骨手術を行う。本症例は片側性耳硬化
症を疑いアブミ骨手術を予定していたが、術中所見より I群、II群、その他の奇形が合わさった
複合奇形と診断し鼓室形成術 IIIi-Mへ変更した。その際、コルメラはツチ骨頭を形成し、キヌタ
骨に代用した。今回、報告のない耳小骨奇形に対して臨機応変に手術を行ったことで、良好な
聴力改善を得ることができた。
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耳管開放症診断におけるSonotubometry法と
TTAG法の意義に関する考察

川瀬　哲明 1,2、高田　生織 2、池田　怜吉 2,3、大島　英敏 2,4、菊地　俊晶 2,5、
香取　幸夫 2、小林　俊光 3

1東北大学　医工学研究科、2東北大学医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
3仙塩利府病院　耳鼻咽喉科、4仙台医療センター　耳鼻咽喉科、5JCHO仙台病院　耳鼻咽喉科

耳管開放症とは、通常は閉鎖している耳管が開放した状態となっているために、咽頭腔側の
呼吸雑音や圧変化などが中耳側に易伝達し、その結果、自声強聴、耳閉感、呼吸音聴取などの
不快な症状を呈する疾患である。本症では、音や圧が開放耳管を通して咽頭腔から中耳腔に低
減衰で伝達するため、診断に際しては開放耳管に起因する自声強聴、耳閉感、呼吸音聴取など
の症状に関する問診のほか、鼻咽腔側からの圧や音響の易伝達性を確認することが重要となっ
ている。日本耳科学会の耳管開放症診断基準案2016でも、開放耳管の根拠として、鼓膜呼吸性
動揺の視診とともに、TTAG法（tubo-tympano-aerodyanic-graphy）では、深呼吸や鼻すすり
動作などの鼻咽頭腔圧変化に同期した外耳道腔の圧変化が記録されることが、Sonotubometry
では、１）嚥下後、耳管開大が持続する（開放プラトー型）、または２）スピーカー提示音圧
（すなわち、外耳道音圧レベルが50 dBになる鼻咽腔側スピーカーから出力されるプローブ音の
圧）が100 dB未満であることが、診断基準の項目として提唱されている。また、最近、大田ら
は、耳管の開放度が座（立）位に比べて臥位で狭小化することを利用した体位変換Sonotubome-
try（大田法）を提案し、同法によりSonotubometryを用いた耳管開放症の診断感度がさらに上
昇することを報告している（太田ら2015, 2016）。我々も、細管を用いたモデル実験と大田法の
追試から、大田法が特に耳管開放症の重症度の指標として有用である可能性を報告したが
（Takata et al., 2017）、今回、我々は、耳管開放症例の診断におけるTTAG法とSonotubometry
法の意義を検討する目的で、臨床で使用している耳管機能検査装置（RION JK-05A）を用い
て、長さ30mm、内径0.1mm〜3mmの細管を介した圧、音の伝達特性に関する追加実験を行っ
た。その結果、TTAG法を用いた圧の伝達特性が内径約0.6mmでプラトーに達するのに対し
Sonotubometry法（プローブ音周波数：7kHz狭帯域雑音）では、おおよそ内径2mmまでは、内
径の拡大に伴い音響伝達特性が上昇することが示された。本モデル実験からは、開放耳管検出
の感度の点ではTTAG法が有利であるが、開放の重症度（解剖学的開放程度）の観点ではSono-
tubometry法がより有用である可能性が示唆された。また、併せて、実際の臨床例を対象に、座
位CTで計測した耳管最狭部面積とTTAG法で計測した圧の伝達特性の関係を検討し、既報の
Sonotubometryを用いた音響伝達特性の結果（Takata et al., 2017）と比較したが、TTAG法に
よる圧の伝達特性の評価では、同じ解剖学的耳管開放程度でも圧伝達特性の個人差が大きく、
同法を用いた開放度の量的な診断には限界があることが示唆された。TTAG法では、中耳腔圧
の変化を、鼓膜を介した外耳道腔の圧変化としてとらえていることもあり、鼓膜の性状など耳
管の解剖学的開放度以外の要因の影響が大きいことが推察された。モデル実験、臨床例から考
察される、Sonotubometry法とTTAG法の耳管開放症の診断における意義について考察する。
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鼻すすり癖の有無による耳管開放症の相違点

遠藤　志織 1、水田　邦博 2、中西　　啓 1、大和谷　崇 1、細川久美子 1、
細川　誠二 1、峯田　周幸 1

1浜松医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2浜松医療センター　中耳手術センター

【はじめに】近年、主に本邦から鼻すすり型耳管開放症の報告がなされているが、他覚的検査を
もとに病態や治療法を評価、検討しているものは少ない。今回我々は主に耳管機能検査による
評価から、鼻すすり癖の有無による病態の相違や治療効果の得られる機序について考えた。
【対象と方法】対象は2008年から2016年までに治療を行った難治性耳管開放症の35例（49耳）で
ある。これらの患者は外科的治療に先行して生活指導、内服治療、生理食塩水の点鼻、鼓膜テ
ープ貼付といった保存的治療が行われたが、効果不十分であった。男性14名、女性21名、平均
年齢は50.1歳。鼻すすり癖の有無について詳細な問診を行い、群を2つに分けて検討した。鼓膜
所見を内視鏡で記録し、ティンパノグラム、耳管機能検査を行った。耳管鼓室気流動態法では
特に軽度のバルサルバ手技(200daPa未満)を行った際に外耳道圧が同期して変化するか、また、
その程度について評価を行った。音響耳管法では提示音圧（dB値）の低下の程度について評価
を行った。治療は鼻すすり群では6耳で耳管ピン挿入を、14耳でチューブ留置を行った。一方、
非鼻すすり群では28耳で耳管ピン挿入、1耳でチューブ留置を行った。平均観察期間は外科的治
療施行後平均860日で、治療効果判定は最終診察日とした。各データはカルテ記録をもとにレト
ロスペクティブに評価した。
【結果】平均年齢は鼻すすり群39.5歳、非鼻すすり群57.2歳、と鼻すすり群は若年であった。鼻
すすり群は鼓膜の「陥凹」「菲薄化」「硬化」が多く見られた。ティンパノグラムでは、鼻すすり
群でA型、C型が各々50.0%で同数であったが、非鼻すすり群は殆どがA型を示した。耳管鼓室気
流動態法では、軽度のバルサルバ手技による200daPa未満の鼻咽腔圧負荷に同期して40daPa以
上の大きな外耳道圧変化を起こすものが鼻すすり群で有意に多かった。音響耳管法では外科的
治療前の提示音圧レベルは有意に非鼻すすり群で低下していた。耳管ピンによる治療は両群を
併せて、その約65%に有効（入替え例を含めると82.4%）で、その効果は高いと考えられた。両
群間で治療効果に差はなかった。また、耳管ピン挿入後、音響耳管法の提示音圧レベルは改善
を示した。チューブ留置による治療は鼻すすり群で90％以上で有効であったが、一方で症状改
善例が多く症状消失例はやや少ない印象であった。
【考察】耳管鼓室気流動態法の結果から、鼻すすり群は軽度の鼻咽腔圧変化でより大きな中耳腔
の「圧変化」を来すと考えられた。一方、音響耳管法の結果から非鼻すすり群では耳管咽頭口
から中耳腔への「音の侵入」がより大きいと考えられた。耳管ピン挿入後では音響耳管法の提
示音圧が改善するが、これは挿入された耳管ピンが耳管腔を狭窄させて中耳腔への「音の侵
入」を抑制するためと考えられる。また、耳管ピン挿入例では耳管鼓室気流動態法で外耳道圧
変化の有意な減少を認め、耳管ピンは「圧変化」を抑える効果も併せもつ可能性が示唆され
た。チューブ留置は主に鼻すすり群に対して行い、90％以上で有効であった。チューブ留置は
中耳腔の「圧変化」を抑えることで効果を表すものと考えられたが、さらに長期的には「聴覚
過敏の減弱」を来し、鼻すすりに関わらず中耳腔内の「平圧を維持」することで鼓膜陥凹病変
の進行を抑えるという効果も併せて期待できるものと思われる。
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上半規管裂隙症候群に耳管開放症が合併した一例

宮崎　浩充 1、池田　怜吉 1、小林　俊光 1、菊地　俊晶 2、大島　英敏 3、山内　大輔 4

1仙塩利府病院　耳鼻咽喉科　耳科手術センター、2JCHO仙台病院　耳鼻咽喉科、
3仙台医療センター　耳鼻咽喉科、4東北大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

はじめに
耳管開放症は自声強聴、耳閉感、自己呼吸音聴取を来し、限られた一部の症例を除けば臥位で症状が

改善する特徴を持つ。同様の症状を呈し、重要な鑑別疾患の一つに上半規管裂隙症候群が挙げられる。
上半規管裂隙症候群は上半規管の骨欠損により、めまい、ふらつき、Tullio現象、瘻孔症状、伝音難聴
等を来す他、臥位で改善する自声強聴を呈することが多い。Poeらの報告 1）では、上半規管裂隙症候群
のうち90％の患者に自声強聴を呈するのに対し、瘻孔症状、Tullio現象、めまい感など前庭症状は約
50％、自覚的な難聴は27％であるとされている。
我々はこれまでに上半規管裂隙症候群を13例経験し、うち6例に手術を施行しているが、その中で耳

管開放症が合併した一例を経験している。珍しい症例であり、診断及び治療法の選択に考慮が必要であ
ったので文献的考察を加えて報告する。
症例

60代男性、前医で右耳管開放症と診断され耳管ピンを留置されたが症状が続き難治のため当科紹介と
なった。当科受診時には自声強聴と共に歩行時の足音の響きを訴えた。耳管機能検査では異常がなく、
CTで右上半規管の骨欠損を認めた。また純音聴力検査で250Hzを中心に気骨導差を認めた。患側であ
る右耳は高音部に中等度の感音難聴があるためかcVEMPで有意の閾値低下や振幅増大は認めなかっ
た。Tullio現象、瘻孔症状は明らかではなかった。
右上半規管裂隙症候群と診断し、本人の手術希望があり、内視鏡下に蝸牛窓補強術を行った。
術後、歩行時の足音の響き、めまい症状は改善したが、半年後に右自声強聴が再び悪化した。右鼓膜

に呼吸性動揺を認め、耳管機能検査では音響法で開放プラトー型、TTAG法で外耳道圧と鼻咽腔圧の同
期所見があり、耳管開放症の再発と診断し、耳管ピンを5号から7号へ入れ替えた。術後は自声強聴が改
善し現在経過観察中である。
考察
耳管開放症は比較的頻度の多い疾患であることが最近明らかになってきた。また上半規管裂隙症候群

も徐々に報告例が増えている。両疾患ともに自声強聴を主訴とすることが多く、相互の鑑別に細心の注
意が必要である。またオージオグラム上、低音部の閾値上昇は上半規管裂隙症候群の重要な特徴の一つ
であるが、耳管開放症でも低音部の難聴を呈することが少なくなく、両疾患の類似点になっている。
本症例のように両疾患を合併する症例は稀である。合併していた場合、どちらの疾患による症状なの

かを診断することが治療に際して重要である。経鼻的に耳管咽頭口をジェルなどで一時的に閉鎖させ、
どのような症状が改善し、どのような症状がどの程度残ったかを確認することで、それぞれの疾患の各
種症状への寄与の割合が判断できる。つまり、咽頭口処置で改善するが残った症状があれば、それは上
半規管裂隙症候群による症状であると診断できる。
耳管開放症の治療の方が上半規管裂隙症候群の手術治療に比べ低侵襲であるため、耳管開放症の治療

を先行させる方がよいと考えられる。診断的治療や保存療法をまず行うが、本症例では耳管開放症難治
例であったため、耳管ピンによる治療を行った 2）。　上半規管裂隙症候群に対する手術法については新
たな知見が追加されつつある。すなわち、従来は（１）中頭蓋窩側からの閉鎖（resurfacing）、（２）上
半規管遮断術の２つが行われ、その優劣が論じられてきたが、最近いわゆる third window の１つを減
らすとの発想から、（３）蝸牛窓充填術（あるいは補強術：reinforcement）が提唱されており3）、本症例
でも蝸牛窓補強術を施行した。他の治療法に比べ低侵襲であるため、上半規管裂隙症候群治療の選択肢
とされている。しかし長期成績の評価は今後の課題である。
参考文献
1）Zhou G. et al. Clinical and diagnostic characterization of canal dehiscence syndrome: a great otologic

mimicker. Otol Neurotol. 2007.
2）Kikuchi T. et al. Effectiveness of Kobayashi plug for 252 ears with chronic patulous Eustachian tube.

Acta Otolaryngol. 2017.
3）Silverstein H. et al. Round and oval window reinforcement for the treatment of hyperacusis. Am J

Otolaryngol. 2015.
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耳管開放症疑い例から鑑別された上半規管裂隙症候群症例

荒井　真木 1、水田　邦博 1、遠藤　志織 2、中西　　啓 2、細川久美子 2、大和谷　崇 2

1浜松医療センター、2浜松医大耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】耳管開放症の鑑別疾患として上半規管裂隙症候群がある１）。耳管開放症疑い例から
上半規管裂隙症候群と診断された例を報告する。
【症例】49歳男性。主訴は右耳閉感、自声強聴で、４〜５年前より右耳の耳閉感、自声強調、呼
吸音聴取を自覚していた。時々ふらっとする程度の平衡障害もあった。前屈位で主訴は軽快す
るため、耳管開放症の疑いで当科へ紹介された。鼓膜所見は正常、純音聴力検査では右気導低
音部の閾値上昇を認めたものの平均聴力は右10dB左10dBであった。ティンパノグラムは両側Ａ
型であった。診察の際、診察台の上で今、症状はあると述べたので、耳管機能検査を行った。
しかし、開放症の所見はなく、鼓膜の呼吸性に同期する動揺も見られなかった。不思議に思
い、内視鏡観察下にルゴール付き綿棒で耳管咽頭口閉塞処置を行ったが、自覚症状は改善しな
かった。ここで耳管開放症ではないと考え、頭部CTを行うと、冠状断にて右上半規管上部の裂
隙が確認された。またValsalva 手技にて眼振が認められた。後日、前庭誘発筋電位（VEMP）
にて右耳での振幅増大と反応閾値の低下を認め、上半規管裂隙症候群と診断した。
【考察】耳管開放症診断基準案2016では、注釈４として、臥位や前屈位での耳症状の軽減は、上
半規管裂隙症候群、外リンパ瘻、脳脊髄液減少症などでも起こりうるため、他覚的所見（３Aま
たはBまたはＣ）を欠き、「疑い例」と診断する際には、これらの疾患を除外することが望まし
いとの記載がある。しかし、その具体的方法は記載されていない。耳管咽頭口閉塞処置（綿
棒、ジェルなど）は診断基準案の２Ｂに挙げられており、この２Ｂまたは２Ａの耳管閉塞処置
（前屈位または仰臥位への体位変化で症状が明らかに改善すること）が診断には必須である。注
釈２には２Ａは問診で行えるため、受診時に症状がない患者でも、問診から判定可能である。
と記載されている。よって通常の外来の流れでは、１、自声強聴、耳閉感、呼吸音聴取の１つ
以上の自覚症状がある場合、２、臥位・前屈位などへの体位変化で改善があるか問診して、
３、鼓膜の呼吸性動揺の観察と耳管機能検査を施行する運びとなる。３が陰性の時、上半規管
裂隙症候群の鑑別が念頭にあるならば、ＣＴをオーダーするかもしれない。しかし、注釈１に
は数回の診察後に初めて診断が確定できることもある。と書かれている。つまり、来院したそ
の日に他覚所見が取れないことはまれならずある。よって、問診で１、２が陽性で、３が陰性
の場合、また後日の検査にするでもなく、すぐにＣＴをオーダーするのでもなく、ここで、耳
管咽頭口閉塞処置（綿棒、ジェルなど）を施行するのが有効であると考えられた。また、開放
症重症例では、１、３が陽性でも問診の２Ａでは確定に至らないことがあり、ここでも２Ｂは
診断に有効と考えられる。耳管開放症がＥＢＭにゆだねられなかった時代、そこでは耳管咽頭
口閉塞処置は有効な診断法とされていた２）。いまや診断基準案が提唱され、その遵守により耳管
開放症におけるＥＢＭが推進している。時代は進んでも耳管咽頭口閉塞処置（綿棒、ジェルな
ど）は診断・鑑別診断にきわめて有効な手技と考えられた。
【文献】
１）池田怜吉：耳管疾患における問診のコツ．MB ENT, 201: 1-5, 2017.
２）山口展正：耳管開放症の治療的診断．Otol. Jpn, 10: 150-154, 2000.
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耳管狭窄症（慢性例）の診断基準案作成に向けての予備的検討

池田　怜吉 1、宮崎　浩充 1、菊地　俊晶 2、大島　英敏 3、小林　俊光 1

1仙塩利府病院耳科手術センター、2JCOH仙台病院耳鼻咽喉科、3仙台医療センター耳鼻咽喉科

1．背景と目的
耳管狭窄症は、耳鼻咽喉科外来診療における病名として一般的であるが、その概念も診断基

準も医師ごとにばらつきがあるのが現状かと思われる。
一方、欧米特にヨーロッパを中心に、難治性の耳管狭窄症に対して経鼻的バルーン拡張術

（Balloon dilatation Eustachian Tuboplasty: BET）が広まっており、将来わが国でも導入が見込
まれるため、耳管狭窄症についてのコンセンサスを得ることが喫緊の課題となっており、本学
会においても耳管委員会の活動方針の１つに上げられている。現状の把握が必要と考え、われ
われの施設において以下の検討を行った。
2．ETDQ-7の妥当性についての検討
海外におけるBETの適応基準もさまざまであるが、適応症例の抽出にしばしば使用されてい

る指標に、自覚症状の問診票The 7-item Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire（ETDQ-
7）がある。

ETDQ-7は次の７項目について、症状が強いものを7点、症状がないものを1点として合計49点
で評価する。1. 耳に圧力を感じますか？　2. 耳に痛みを感じますか？　3. 水の中に入ったよう
な詰まる感じがしますか？　4. 風邪をひいたときのような耳の症状がありますか？　5.「ぱりぱ
り」「ぽっぽ」というような音がしますか？　6. 耳がなる感じがしますか？　7. 聞こえがこもる
感じがしますか？

15点以上であると耳管狭窄症の診断率が9割以上であるとの報告もみられるが、われわれの施
設で耳管開放症確実例にETDQ-7を用いたところ、正常例（7.6 ± 1.1）と比較し有意に高得点
（22.5 ± 10.0）になることが分かった。すなわち、本問診票だけでは耳管狭窄症の診断並びに評
価が難しく、耳管開放症に対してBETを適応としてしまう危険があることになる。
3．当科においてBET適応と考えられた症例
当科において耳管狭窄症（慢性例）と診断し将来的にBET適応ありと診断した9例（8歳〜74

歳、平均28.6歳）について解析した。いずれも耳管機能検査装置（RION JK-05）の加圧減圧モ
ードにて受動的耳管開大圧（POP正常値150-550daPa）が800daPaまでの範囲に記録されず、確
認のために医師が施行した逆通気（中耳から鼻咽腔側への通気）も通らない症例である。
これら、９症例の内訳は換気チューブ留置中１例、留置後の穿孔残存のための鼓膜形成依頼

２例、癒着性中耳炎2例、滲出性中耳炎2例、コレステリン肉芽腫疑い2例であった。治療法は、
レーザーによる鼓膜穿孔作成2例、換気チューブ留置4例、手術＋換気チューブ留置2例、穿孔の
まま経過観察1例であった。（これら９症例の他に、飛行機搭乗時の繰り返す耳痛の症例が２例あ
り、レーザーによる一過性鼓膜穿孔作成を行ったが、将来的にはBET適応の可能性がある。）
4．まとめ
今後、多くの施設での検討を通して、わが国における耳管狭窄症診断基準ならびにBETの適

応基準のコンセンサスが得られることが望まれる。

Otol Jpn 27 (4) :415 , 2017

O-81



MRIによる耳管周囲組織の評価

吉田　晴郎 1、田中　藤信 1、髙橋　晴雄 2

1国立病院機構　長崎医療センター　耳鼻咽喉科、
2長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

【はじめに】
耳鼻咽喉科診療では、耳管開放症患者に接する機会は少なくなく、過去に我々が行った耳管

開放症と診断された130例の検討では、男性（45例）より女性（85例）に多く、調査できた症例
の58.7%に体重減少のエピソードが認められた。しかしながら、これらの男女差や体重減少が耳
管の開大に関与するメカニズムについては不明確な点も多く、これまでにもCTやMRIを用いた
形態学的な検討も行われてきたが、解像度の問題などから耳管およびその周囲組織を評価する
ことは困難であったといえる。そこで、今回我々は耳管開放症の病態につき形態学的にアプロ
ーチすべく、3テスラMRIを撮影し、それを三次元的に再構成することにより、耳管開放症患者
の耳管周囲組織の評価を行ったので報告する。
【対象および方法】
対象は、耳管開放症診断基準案2012に基づき耳管開放症と診断された女性17例（平均年齢50.8
才）、男性8例（平均年齢58.0歳）の計25例であり、コントロールとして鼓膜所見の異常、耳疾患
の既往、耳管機能異常を疑う所見がない成人女性15例（平均年齢54.2才）、男性15例（平均年齢
51.3歳）の計30例を選択した。これらの患者に3テスラMRI検査を行い、得られたデータ（T2画
像）から耳管咽頭口の中心と耳管峡部を結ぶ耳管長軸に対し平行な軸位断（3次元画像）を再構
成し、画像解析用の専用ソフトを用いて測定を行った。測定した項目は、外側翼突筋および翼
突筋静脈叢の径（それぞれ峡部と軟骨部中点の2カ所で測定）、オストマン脂肪体を含む結合織
（耳管腔、口蓋帆張筋、口蓋帆挙筋に囲まれる領域）の面積である。
【結果および考察】
耳管腔は、内側や上方は耳管軟骨および蝶形骨などに囲まれており、これらの方向の圧変化

は生じにくいと考えられるため、今回の検討では主に耳管腔外側にある周囲組織の評価を行っ
た。その結果、外側翼突筋の径は、峡部および耳管軟骨部中点いずれも男性の方が有意に大き
く太かったが、耳管開放症とコントロールの比較では有意な差は認められなかった。ただ、一
側性の耳管開放症患者などで、患側の翼突筋信号の変化がある症例は認められた。翼突筋静脈
叢の径については、個人差が非常に大きく、体重や年齢、耳管開放症かどうかにより一定の傾
向は得られなかった。オストマン脂肪体を含む結合織の面積については、耳管開放症患者がコ
ントロール症例に比べ有意に小さく、病態に関連している可能性が考えられた。また、1例のみ
ではあるが耳管開放症患者に対し3テスラMRIでの造影検査を行った結果では、最も強く造影さ
れたのは耳管軟骨部の前方から上方に存在する翼突筋静脈叢であり、耳管周囲組織の中で体位
や循環血液量による影響を受けやすい部位であると考えられた。
【結語】
今回の結果からは、鬱血が翼突筋静脈叢に生じた際に、耳管腔との間にありクッション的な

役割を担うオストマン脂肪体を含む結合織が少なければ耳管腔が開大しやすくなるのではない
かと推測された。体重減少による耳管開放症発症の組織学的な変化を直接証明し得るものでは
ないが、耳管開放症例の病態解明の一助となればと考えている。
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耳管開放症におけるコーンビームCTを用いた
耳管画像と主観的症状の関連の検討

柘植　博之、稲垣　　彰、村上　信五
名古屋市立大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳管開放症は罹患率が高い疾患である一方、特異度の高い症状や検査所見が少なく、時に診
断に苦慮する。日本耳科学会耳管小委員会による診断基準の提案では、必須項目として姿勢に
より変化する耳管開放症に特有な自声強聴、呼吸音聴取、耳閉感など症状が、確認項目とし
て、1. 鼓膜の呼吸性動揺、2. 耳管機能検査による耳管開放所見が挙げられており（Otol Jpn 22
（4）: 299, 2012）主観的な症状の把握がその診断の大きな鍵となる。　一方、耳管開放症の診断
において画像検査は補助的な検査であるが、耳管の開放の程度の確認、鑑別疾患の除外に有用
である。とりわけCTは、最も低いCT値を示す空気と中等度のCTを示す軟部組織との強いコン
トラストから耳管内の空気が判別しやすく、耳管開放の程度が容易に確認できる。この際、姿
勢による耳管の狭窄には注意すべきである。座位から臥位に姿勢を変化させるとcartilaginous
portionの耳管が狭窄するため、通常、臥位で撮影するCTやMRIでは本来、症状を呈する座位や
立位での耳管の開放状態よりも開放の程度が低く見積もられる、あるいは不明である点に注意
を要する。一方、座位により撮影が可能なコーンビームCTは、症状が発現する状態で撮影が可
能である点で、非常に有用な検査である。当院ではモリタ製作所のAccuitomoを利用している
が、耳管に直行する平面での断面をCurved MPRを用いて作成し、開放の程度を確認すること
ができ、状態の把握に有用である。同時に、鑑別疾患である上半規管裂隙症候群、前庭水管拡
大症などの内耳の形態異常、（慢性、滲出性、真珠腫性）中耳炎などについて確認することがで
きることから、主訴の原因が耳管開放症にあるか、判断に迷う症例では積極的に施行してい
る。　今回我々は、名古屋市立大学病院にて集積している問診票による自覚症状の把握の他、
聴力検査、ティンパノメトリー、耳管機能検査の結果を画像検査と比較した。若干の考察を加
えたので報告する。
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小児先天性真珠腫手術後の陥凹性真珠腫の検討

森田　由香、高橋　邦行、泉　　修司、窪田　　和、大島　伸介、山岸　達矢、
野々村頼子、堀井　　新

新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科

【はじめに】
一般に中耳真珠腫の再発は遺残性再発と陥凹性再発に分類されるが、小児先天性真珠腫の再発の

多くは遺残性再発である。小児先天性真珠腫例では一般に耳管機能は良好と考えられるため、手術
時には真珠腫の遺残には注意するが鼓膜の陥凹の予防に関して意識した手術を行っていないことも
多い。しかし少数ではあるが、術後経過観察中あるいは二期手術時に鼓膜上皮が中耳腔内に侵入
し、後天性真珠腫と同様の陥凹性真珠腫を来すことがある。本研究では小児先天性真珠腫術後の陥
凹性真珠腫の危険因子を検討し、これを予防する方策を検討した。
【対象と方法】

2009年1月から2014年12月までの6年間に、先天性中耳真珠腫手術後に陥凹性真珠腫をきたして手
術を施行した6例6耳を対象とした。同期間に先天性中耳真珠腫の診断で当科にて初回手術を施行
し、最終手術から5年以上（中央値65か月）経過を観察しかつ最終診察日に陥凹を認めなかった43
例43耳をコントロールとした。比較項目は、年齢、性別、Potsic分類、乳突蜂巣の発育程度（MC分
類）、術式とした。陥凹性真珠腫を形成した6耳では、鼓膜陥凹を認めるまでの期間および初回手術
術式と再手術時の所見を比較し、陥凹性真珠腫を生じた原因に関して考察した。
【結果】
陥凹あり群は、初回手術時年齢は3〜11歳（中央値4.5歳）、性別は6耳全例が男児で、陥凹なし群
は2〜14歳（中央値5歳）、男性35耳、女性8耳で、両群で年齢及び性別に差は認めなかった。Potsic
分類による真珠腫の進展度は、陥凹あり群は6耳全例がStage 4で、陥凹なし群はStage 1 が12耳、
Stage 2 が4耳、Stage 3 が24耳、Stage 4が3耳となり、陥凹あり群では有意に進展が高度であった
（p＜0.001）。MC分類による乳突蜂巣の発育程度は、陥凹あり群はMC1が4耳、MC2が1耳（1耳不
明）、陥凹なし群は、MC0が1耳、MC１が9耳、MC2が15耳、MC3が18耳で、陥凹あり群で有意に
発育不良であった（p=0.008）。初回手術時の術式は、陥凹なし群では、乳突非削開鼓室形成術28
耳、外耳道後壁保存型鼓室形成術15耳で、外耳道後壁を削除した例はなかったが、陥凹あり群では
外耳道後壁保存型鼓室形成術4耳とともに外耳道後壁削除・乳突非開放型鼓室形成術（後壁再建）
が2耳あった。
陥凹あり群6耳について、鼓膜陥凹が確認された時期は手術後から5〜71か月（中央値12か月）で
あった。陥凹性真珠腫の手術所見では、5耳で上鼓室陥凹から乳突腔へ、1耳で鼓膜緊張部前上象限
の陥凹から上鼓室へ上皮の侵入が認められた。外耳道後壁を削除し後壁を再建した2耳のうち、1耳
は再建した後壁と外耳道前壁の隙間から上皮の侵入がみられた。残りの１耳は、皮質骨で再建した
と思われる後壁が融解して、上鼓室へ上皮が侵入していた。外耳道後壁保存型鼓室形成術を施行し
た4耳はいずれも硬組織を用いたscutum plastyを施行した例はなかった。ただし、外耳道後壁保存
型鼓室形成術を行い、陥凹性真珠腫を来さなかった例でも、硬組織を用いたscutum plastyを行った
例はなかった。最終手術後の経過観察期間は50〜196か月（中央値56か月）で、最終診察日に再陥
凹を認めた例はなかった。
【考察】
今回検討した小児先天性真珠腫術後の陥凹性真珠腫例6耳は、全例Potsic分類Stage4の高度進展例

であった。また、乳突蜂巣の発育も陥凹なし群に比べて有意に不良であった。耳管機能が正常と思
われる小児先天性真珠腫例であっても、高度進展例では真珠腫上皮の存在による慢性炎症のため乳
突蜂巣の発育が抑制されると推察された。局所の粘膜換気能が低下し、いまだ未熟と考えられる耳
管機能と合わせて、中耳換気状態が不良となり、陥凹性真珠腫を来す可能性が考えられた。
術式の検討では、後壁削除した2例ではともに削除した部位が陥凹の引き金になったと思われ、

小児例では外耳道後壁保存型鼓室形成術を選択すべきと考えられた。一方、外耳道後壁保存型鼓室
形成術後でも陥凹性真珠腫は生じており、初回手術時の真珠腫の進展が高度な場合は、鼓膜換気チ
ューブ留置や硬組織を用いたscutum plastyの必要性が示唆された。

O-84



当科における先天性真珠腫症例について

坪田　雅仁、白馬　伸洋、室伏　利久、北尾　恭子、鈴木　大士、水津　亮太
帝京大学　医学部附属溝口病院　耳鼻咽喉科

＜はじめに＞先天性真珠腫は出生時にすでに中耳腔に真珠腫上皮が存在すると考えられている
疾患であり、発生機序には諸説あるものの未だ不明な点も多い疾患である。近年では内視鏡や
顕微鏡などによる診断技術の向上、本疾患の認識の高まり、検診の普及などによって症例数は
過去よりも増加していると思われる。また、先天性真珠腫は小児に多いが、時に成人にも見ら
れることが過去にも報告されている。今回我々は当科における先天性真珠腫症例について検討
したので報告する。
＜方法＞当院にて2015年1月から2017年5月までの期間に手術を施行した先天性真珠腫症例につ
いて主訴、進展度分類、手術術式、術後経過などの臨床像について検討した。
＜結果＞対象期間に当科で施行された鼓室形成手術326例のうち、先天性真珠腫症例は10例であ
った。10例の内訳は小児6例（女性4例、男性2例）、成人が4例（すべて男性）であり、手術時の
年齢は3〜42歳（平均19.2歳）であった。真珠腫の発見契機は成人例ではすべて難聴・耳鳴・耳
閉感などの耳症状で受診された際に指摘されているのに対し、小児例は偶然発見された例もし
くは検診にて難聴を指摘された例であった。初診時の所見としては小児例で4例が鼓室後方、2
例が鼓室前方に真珠腫を指摘されたが、成人例は全例弛緩部型の真珠腫として指摘されてい
た。病状としてはPotsic分類でstageIIIが４例、stageIVが6例であり重症症例が多かった。な
お、成人例では4例中2例に複数の先天性真珠腫を確認でき、全例にて弛緩部型真珠腫と先天性
真珠腫を合併していた。手術は10例中7例において段階手術とし、一期的手術を施行した3例は2
例がIVc、1症例がIIIcにて伝音再建を施行した。段階手術とした7例のうち、調査期間に再手術
を施行できた例は3例であり、2例に再発なく、1例に下鼓室の遺残性再発を認めた。再手術例は
最終的に1例でIIIc、2例でIVcにて伝音再建を施行した。伝音再建後半年以上経過した聴力につ
いては5例にて評価でき、耳科学会の術後聴力成績判定基準ではすべて成功例と判定された。
＜考察＞過去の報告と比較して当科の症例は真珠腫の発生部位はこれまでの本邦の報告同様に
鼓室後方からの割合が高かった。一方で進展度についてはPotsic分類でstageI、IIの症例は見ら
れず、そのために段階手術例の割合が高くなったものと考えた。術後聴力については過去の報
告と比べ良好であった。症例の中には初診時から手術までに真珠腫が増大しているものと思わ
れる症例もあったため、先天性真珠腫は早期発見・早期手術が望ましいと考えられた。
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小児先天性真珠腫症例における遺残と鼓室洞の深さの検討

高橋　昌寛 1,2、多田　剛志 1、三瓶紗弥香 1、小泉　博美 1、森野常太郎 1、茂木　雅臣 1、
三浦　正寛 1、小森　　学 1、山本　和央 1、櫻井　結華 1、山本　　裕 1、小島　博己 1

1東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室、2東京慈恵会医科大学附属柏病院

【はじめに】我々は小児先天性真珠腫症例の乳突蜂巣の発育と臨床因子の関係について検討を行
ってきた。2016年日本耳鼻咽喉科学会では、乳突蜂巣の発育と再発の関連について検討を行
い、遺残を認めた症例は乳突蜂巣断面積が大きい傾向を認めるとの報告をした。しかし、遺残
を認めた12耳の遺残部位を確認してみると、乳突蜂巣に遺残を認めた症例は1耳だけであった。
一般に、先天性真珠腫症例は乳突蜂巣への真珠腫進展がある際には小さな蜂巣に真珠腫が侵入
し遺残の可能性が高くなると考え、段階手術を検討することが多い。しかし、この結果よりこ
のような方針を再検討する必要があると考え、今回は鼓室洞の深さに注目してついて検討し
た。
【対象と方法】2007年から2014年までの間に外耳道後壁保存型鼓室形成術を施行し、初回手術時
に鼓室洞に病変を認めた小児先天性真珠腫症例22耳を対象とした。検討項目は鼓室洞の深さ、
術前に計測した乳突蜂巣の断面積、遺残の有無（２期手術に確認されたものを含む）とした。
鼓室洞の深さはDaniel Marchioniらが提唱する typeA-Cの分類を用いて評価した（Surg Radiol
Anat 2015;37）。すなわち、Type A: 小さな鼓室洞（顔面神経垂直部前縁より浅い）、Type B;
（顔面神経垂直部前縁より深いが後縁より浅い）、Type C; 後方への発育を伴う深い鼓室洞（顔
面神経後縁より深い）とした。乳突蜂巣の面積の計測方法は、以前の報告（Laryngoscope
1998;108）を参考にし、術前の軸位断の側頭骨CT画像で、外側半規管が弧状に描出されるスラ
イスとそれより3mm下方のスライスを選び、2画像における面積の合計を乳突蜂巣の断面積とし
た。
【結果】鼓室洞の深さはType A 5耳（22.7%）、Type B 17耳（77.3%）、Type C 0耳であった。乳
突蜂巣の断面積は、鼓室洞の深さTypeB症例はType A症例と比べて有意に大きかった。遺残は
11耳（50%）で認められ、Type A症例のうち遺残を認めた症例は1耳（20%）のみであった。一
方、Type B症例は10耳（58.8%）と高率に遺残を認めた。
【考察】今回の検討では、乳突蜂巣発育と鼓室洞の大きさの相関性、鼓室洞の大きさと遺残の相
関性が示唆された。前回の検討で得られた乳突蜂巣が大きいほど遺残が多いという結果はこれ
らの２つの傾向があわさったものと解釈された。
一般に、先天性真珠腫症例は乳突蜂巣への進展がある際に段階手術を選択することが多い。

しかし、今回の検討からは、鼓室洞へ真珠腫進展があり鼓室洞が深い症例で段階手術を考慮す
ることが望ましいと考えられた。いえる。今後、その他の真珠腫においても同様の検討を行う
予定である。
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当科における小児真珠腫性中耳炎手術症例の検討

木村　幸弘、岡本　昌之、藤枝　重治
福井大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】小児期における真珠腫の成因は先天性、弛緩部型、緊張部型、二次性と多岐にわた
る。近年、乳幼児健診の普及や光学機器、画像診断の発達により、低年齢で発見される真珠腫
は増加傾向にあるが、その治療は様々な問題を抱えている。小児真珠腫の問題点として、症状
を自ら訴えられないことも多い、再形成再発や遺残性再発の頻度が成人に比して多い、急激な
進行を起こす例がみられる、手術後に長い人生が控えている、術野が狭い、側頭骨が発育段階
である、中耳炎を起こしやすいことで術後の鼓室の状態が安定しないことなど多くのことがあ
げられる。今回我々は当科での小児真珠腫性中耳炎の手術症例を解析し、小児真珠腫の特徴や
手術成績について検討することとした。
【対象】　2006年4月から2017年6月までの期間において、福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科で
真珠腫性中耳炎に対して手術加療を行った14歳以下の57名58耳を対象とした。年齢は2-14歳で平
均8.1歳であった。男女比は男性39例、女性20例であった。
【結果】58例のうち、先天性真珠腫が21例、弛緩部型真珠腫が23例、緊張部型真珠腫が6例、弛
緩部・緊張部複合型が1例、二次性真珠腫が7例であった。真珠腫の進展度は本学会の中耳真珠
腫進展度分類2015に従って分類した。先天性真珠腫のうち、1aは7例、1bは5例、1cは1例、2は
8例、3は0例、4は0例であった。弛緩部型真珠腫のうち、1aは0例、1bは6例、2は16例、3は1
例であった。緊張部型真珠腫のうち、1aは3例、1bは2例、2は1例、3は0例、4は0例であった。
二次性真珠腫のうち、1aは2例、1bは4例、2は1例、3は0例、4は0例であった。いずれも進展
度1-2の合併症を伴わない状態の真珠腫が多かった。術後2年以上経過を追えた56例のうち、再発
は14例認め、全体の再発率は25.0%であった。各真珠腫ごとの術後再発は、先天性真珠腫が21例
中3例（14.3%）、弛緩部型真珠腫が20例中4例（25.0%）、緊張部型真珠腫が6例中3例（50.0%）、
二次性真珠腫が7例中2例（28.6%）と、先天性真珠腫で低く、緊張部型真珠腫で高い傾向にあっ
た。段階手術としたものは56例中34例であり、そのうち10例（29.4％）で2回目の手術の際に再
発を認めており1期的に手術を行った22例中の再発4例（18.1%）よりも高く、より再発のリスク
が高い症例を計画的に段階手術にプランニングできていたと考えられた。3回以上の手術を要し
た症例は7例あり、最多は5回であった。後壁保存や乳突充填などの手術法や術後聴力について
も検討する予定である。
【考察】小児真珠腫性中耳炎は発見、手術が低年齢化しており、1-2期の進展度で手術を迎えられ
る症例が増えている。しかし、依然高い再発率や、3回以上の手術を必要とする例も見られ、術
前の慎重な画像評価や術式の決定が必要と考えられる。
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当科における小児真珠腫性中耳炎の検討

和田　忠彦、岩永　迪孝、羽田　史子、井上　雄太、曽我　文貴、藤田　明彦
関西電力病院　耳鼻咽喉科

小児の真珠腫性中耳炎は、病態や治療経過や真珠腫進展範囲などにおいて成人の真珠性中耳
炎と異なる。つまり、上気道感染に罹患しやすいことや耳管機能が未熟であること、さらには
先天性真珠腫例が含まれていることや側頭骨が発達段階であることなどを考慮する必要があ
る。今回、当院での小児真珠腫性中耳炎症例を、主に弛緩部型真珠腫・緊張部型真珠腫・先天
性真珠腫の病態に応じて分類し、それぞれ術式・真珠腫進展範囲・再発例などについて検討し
た。
対象は、2011年4月から2017年3月までの6年間に関西電力病院耳鼻咽喉科で真珠腫性中耳炎の

診断のもと鼓室形成術を施行した15歳以下の症例は46名51耳であった。新鮮例が48耳、再手術
例が3耳であった。年齢は2歳から15歳で、平均年齢は9歳であった。性別は、男性32名36耳、
女性14名15耳、両側症例は5耳あった。真珠腫性中耳炎の病態分類では、弛緩部型真珠腫が15
耳、緊張部型真珠腫が15耳、先天性真珠腫が18耳、外耳道真珠腫が１耳、2次性真珠腫が1耳、
分類不能が１耳であった。
当院の治療方針として、原則外耳道後壁保存型術式とし、先天性真珠腫例や広範囲の真珠腫

進展例や鼓室内含気不良例などについては、段階手術としている。
術式別の検討では、耳内法が1耳、経外耳道的上鼓室開放・軟骨側壁再建型鼓室形成術（以下

TCA）が16耳、外耳道後壁保存型軟骨再建鼓室形成術29耳、外耳道後壁削除型鼓室形成術5耳で
あった。51耳中46耳（90.2%）が、生理的形態を保持した術式であった。
真珠腫進展範囲では、先天性真珠腫において耳管上陥凹から耳管鼓室口周囲への進展を認め

た例が、18耳中11耳（61.1%）存在した。これは真珠腫がサジ状突起周囲から発生し前鼓室方向
へ進展した可能性が考えられた。また、弛緩部型真珠腫においても同様に、耳管上陥凹から耳
管鼓室口周囲への進展の見られた例が、15耳中2耳（13.3%）存在した。このように、成人の弛
緩部型真珠腫とは異なる進展範囲例が少なからず存在した。鼓膜所見では、弛緩部型真珠腫と
診断される例でも、進展範囲から先天性真珠腫と疑われる例が存在する事から、鼓膜所見のみ
ならず真珠腫進展範囲の観点からも真珠腫の病態分類をする必要性があると思われる。具体例
を提示し手術ビデオも供覧しながら、考察を加えて報告する予定である。
また、遺残再発・再形成再発例についても個々の症例を提示し、手術ビデオも含めて報告す

る予定である。
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先天性真珠腫術後の再形成性真珠腫により
外耳道後壁が広汎に破壊された１例

横井　　純、上原奈津美、柿木　章伸、丹生　健一
神戸大学　医学部　附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】先天性真珠腫の進展例では遺残性再発をしばしば認めるが、後天性真珠腫と比較し
て再形成性再発の頻度は少ないとされる。今回我々は、先天性真珠腫の術後に、再形成性再発
によると考えられる外耳道後壁の広汎な破壊を認めた症例を経験したので報告する。
【症例】11歳女性。7歳時に学校検診で右難聴を指摘され受診。画像診断では軟部陰影が上鼓室
から乳突洞まで進展し、耳小骨が破壊されていた。右先天性真珠腫（日本耳科学会による中耳
真珠腫進展度分類2015改定案 StageII, Potsic分類StageIV）と診断され、鼓室形成術wo型・経外
耳道上鼓室開放術を施行。6ヶ月後、伝音再建目的に段階的鼓室形成術 IVc型を施行した。その
後、外来にて経過観察としていたが、術後4年の検診で純音聴力検査では4分法で右36.3dB、左
11.3dBと聴力の悪化は認めなかったが、外耳道から鼓膜に連続する痂皮を認めた。中耳CTにて
外耳道後壁を広汎に破壊するように進展する乳突腔に充満する軟部陰影を認め、真珠腫の再形
成性再発を疑い手術となった。
【手術と経過】耳後部切開し結合織膜と乳様突起皮質骨から外耳道再建用に大きく骨板を採取し
た。残っている外耳道後壁を温存し乳突削開を施行した。真珠腫は初回手術で行われた上鼓室
削開部から陥入し、上鼓室から乳突蜂巣の末梢まで充満しておりこれを摘出した。前回手術で
使用した軟骨コルメラは顔面神経水平部に強く癒着していたため、剥離し再度これを用いて IVc
伝音再建を行った。外耳道後壁の広汎な破壊に対しては、採取した骨板を外耳道後壁骨欠損部
に留置し、隙間を骨パテで覆い外耳道再建した。術後経過は良好で術後5日目に退院となった。
遺残性再発と再形成再発両方の可能性があるため、当院外来にて厳重に経過観察中である。
【考察】先天性真珠腫術後に再形成性真珠腫により外耳道後壁が広範に破壊された１例を経験し
た。諸家の報告から、後天性真珠腫と比較して先天性真珠腫では耳管機能や中耳粘膜の性状は
ほぼ正常なため、術後の再形成性再発は稀とされる。しかし、本症例では上鼓室削開部から上
皮が陥凹し再形成性再発を来たし、外耳道を破壊しながら上鼓室から乳突蜂巣末梢まで真珠腫
が進展したと考えられる。術前の乳突蜂巣の発育は良好であったが、初回手術時は真珠腫が上
鼓室から乳突洞まで進展していたため、術後中耳粘膜の広範な欠損が生じたことや上鼓室削開
を施行したことなどが術後の鼓膜陥凹・自浄作用低下に繋がったのではないかと推察される。
術後経過観察中に外耳道の異常を認めたら、早めに画像診断を行い真珠腫形成の有無を確認し
対応すべきであったと考えられた。
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多発性先天性真珠腫の１例

長嶺　尚代 1,2、福島　典之 2、益田　　慎 1、平位　知久 2、呉　　奎真 2、西田　　学 2

1県立広島病院　小児感覚器科、2県立広島病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】顕微鏡や内視鏡などの診療機器が施設の規模に関わらず広く普及したことにより，
自覚症状に乏しいとされる先天性真珠腫でも，その診断時期は低年齢化してきている。一方
で，急性あるいは滲出性中耳炎の好発年齢と重なることや，真珠腫の発生部位によっては鼓膜
所見に乏しいことから，難聴などの自覚症状が出現して初めて診断されることも未だ少なくは
ない。手術に際しては，発育良好な乳突蜂巣内に真珠腫の母膜が進展している場合やｏｐｅｎ
型で母膜の連続性が保たれていない場合などがあり，手術操作の困難さや術後再発が度々問題
となる。その中でも多発性先天性真珠腫については，より慎重な手術操作や，術後の十分な経
過観察が必要となる。今回，学校検診で難聴の指摘をうけて初めて診断に至った多発性先天性
真珠腫の１例を経験したので報告する。
【症例】症例は７歳４か月女児。小学１年の学校検診において初めて右難聴を指摘された。近医
耳鼻科でも，右難聴を認め，精査加療目的に当院へ紹介となった。これまでに鼓膜切開や鼓膜
換気チューブ留置術などの治療歴はなく，また外傷性鼓膜穿孔の既往もなかった。初診時の鼓
膜所見では，右鼓膜後下方に白色病変が透見された。鼓膜に陥凹や穿孔はなく，肉芽や耳漏と
いった炎症所見も認めなかった。純音聴力検査結果は４分法で平均60dBの気骨導差の大きい伝
音難聴であり，語音聴力検査は最高明瞭度が90dBで100％であった。左耳については鼓膜所見お
よび聴覚検査結果ともに異常を認めなかった。ＣＴ所見では，上鼓室から乳突蜂巣にかけて複
数の軟部組織陰影が散在しており，中鼓室にも小陰影を認めた。以上の所見から右多発性先天
性真珠腫と診断し，初診日から約１か月後に鼓室形成術を実施した。手術所見では，真珠腫は
ＣＴ所見と同様に鼓室から乳突蜂巣内に広範囲に散在しており，その数は大小合わせて計11個
であった。またその形態はｏｐｅｎ型とｃｌｏｓｅｄ型が混在していた。術前に鼓膜より観察
された中鼓室内の真珠腫はｏｐｅｎ型であったが，鼓膜との連続性は認めなかった。以上よ
り，摘出した真珠腫はすべて先天性と考えられた。耳小骨連鎖は離断しており，あぶみ骨の上
部構造は認めなかった。つち骨およびきぬた骨を除去し，十分に視野をとって真珠腫を摘出し
た。初回手術は外耳道後壁削除・乳突非開放型鼓室形成術woとした。術後約１年間の経過観察
中には，真珠腫の再発を疑わせるような鼓膜所見は認めていない。また聴力についても，術後
大きな変動は認めていない。本年８月に第２次手術を予定しており，これらの手術所見につい
ては動画にて供覧する。また，本症例の真珠腫の発生および進展について文献的考察を加えて
報告する。
【結語】鼓室から乳突蜂巣まで広範囲に散在し，形態も大きさも様々であった多発性先天性真珠
腫症例を経験した。過去の報告からも，ｏｐｅｎ型を合併した場合には，多発性の可能性を考
え，診断治療を進めていく必要がある。また第２次手術の際には，初回手術における遺残や再
発だけではなく，新たに発生した真珠腫の可能性も考え，慎重に手術操作を進めていく必要が
ある。さらに，多発例に限らず，単発例と思われる症例であっても，先天性真珠腫について
は，特に術後長期にわたる経過観察が必要と考える。
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外耳道癌RADPLAT症例の検討

田中久一郎、三橋　亮太、三橋　拓之、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】外耳道癌は稀な疾患であるゆえに治療指針が確立しておらず、施設により治療法の
偏りがある。一般的には手術が治療の主体とされ、早期癌には手術単独もしくは術後放射線治
療、進行癌には手術に術前および術後化学放射線療法を組み合わせた集学的治療が行われるこ
とが多い。当科においても2004年までは手術を中心とした治療を行ってきたが、術後の側頭骨
機能損失が著しく特に進行癌において根治切除が難しいことから、CDDP動注化学放射線療法
（以下、RADPLAT）へと方針を転換してきた。2005年以降は、動注が困難である症例や他院で
手術加療を行われた症例、外耳道のごく一部に限局する早期癌症例を除き、多くの症例にRAD-
PLATを行っている。早期癌を含めて化学放射線療法を主体とした施設は多くなく、その治療成
績について報告する。
【対象】2005年1月から2015年5月に当科で外耳道癌の治療を行った29例のうち、初期治療として
RADPLAT（治療反応性不良例や治療後残存例に対しては手術を追加）を行い、2年以上経過観
察した22症例を対象とした。男性9例、女性13例で、年齢は44〜88歳で中央値が65.4歳、病理組
織型は扁平上皮癌が21例、疣贅癌が1例であった。Pittsburgh分類に基づいたTNM分類では、
T1が1例、T2が６例、T3が9例、T4が6例で、T3の3例、T4の3例がN1であった。
【結果】治療に際しては、根治線量（2Gy×30〜35Fr）の放射線照射を行いながら、同時併用で
weeklyのCDDP 100mg/body動注を行った。動注回数は基本的に4回以上とし、腫瘍体積や治療
反応性に応じて最大10回まで行った。40Gy照射時のMRIによる中間効果判定で治療効果不良な
症例、全線量照射後も腫瘍が残存した症例に対しては手術を行った。疾患特異的5年生存率は全
症例で63%、T1は100%、T2は66.7%、T3は44.4%（うち1例は担癌生存）、T4は50%となった。
再発例5例、治療反応不良例1例に対して救済手術を行い、1例が救済可能だった。一次治療不良
例8例中の5例が原病死した。治療の合併症として、早期癌におけるMedial meatal fibrosisが2
例、骨導聴力低下が3例、一過性顔面神経麻痺が1例に生じた。側頭骨壊死は生じなかった。
【考察】Higgins＆Moodyの384例の外耳道癌のメタアナライシス（2010年）では、T1が95％、
T2が79％、T3が68％、T4が23％の5年生存率であったと報告されている。本検討において、T4
では上記に遜色のない局所制御率を得られたが、T1〜3では劣る結果となった。T1〜2において
は、放射線療法のみで根治でき骨・軟骨浸潤があっても化学療法併用で局所制御可能であると
言われる一方で、十分な治療強度をもってしても根治できない予後不良な症例があり、局所制
御率低下の原因となっていた。これら早期癌の再発症例は、画像や肉眼所見で治療反応性が良
好であったにも関わらず、再発を来していた。更には照射後の炎症により再発の診断が遅れ、
救済治療の時機を逸してしまうことがあった。治療前の画像所見や病理所見でいかに予後不良
を予測し、PET-CTなどを用いて腫瘍残存や再発をいかに正確に診断できるかについて、検討が
必要である。この結果を以って、今後はT1〜2の早期癌に対しては手術中心の治療方針へと転換
した方が良いものと考えられた。

Otol Jpn 27 (4) :425 , 2017

O-91



Otol Jpn 27 (4) :426 , 2017

当科で経験した切除不能聴器癌３例の治療方針と経過

菅野　雄紀 1,2、山田　浩之 2,3、大石　直樹 3、松居　祐樹 2、小川　　郁 3

1川崎市立井田病院　耳鼻咽喉科、2けいゆう病院　耳鼻咽喉科、
3慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】聴器癌の発生頻度は非常に低く、全頭頸部癌に占める割合は1%未満（100万人に1〜
3人程度）であり、高齢者に多い。疼痛や聴力低下、耳漏を主訴に受診する場合が多いが、その
頻度の低さから慢性中耳炎や外耳炎として治療され、発見の遅れにより診断確定時には切除不
能な症例も少なくない。聴器癌に対する最も確実な治療は十分な安全域を確保した上での外科
的切除である。切除可能例に対してはPittsburg分類に基づいたT分類に応じ、T1症例では外耳
道全摘術、T2症例では側頭骨外側切除術、T3-4症例では側頭骨亜全摘術が行われることが多
い。切除不能例に対しては一般的に化学療法や放射線療法が行われる。2015年からの2年間で3
例の切除不能な聴器癌症例を経験した。各症例から得た知見をもとに治療方針について考察し
たので報告する。
【症例1】91歳女性、右血性耳漏を主訴に受診された。右外耳道全周性に隆起性病変を認め、生
検の結果、扁平上皮癌と診断された。TNM分類はT2N0M0、側頭骨CTでは腫瘍が外耳道に限
局していたため、高齢ではあるが根治目的に側頭骨外側切除術の適応を検討した。しかし本症
例では右高位頸静脈球が存在し、側頭骨外側切除の場合、腫瘍組織との安全域が十分に取れな
いため適応とならなかった。また側頭骨亜全摘は年齢や術後QOLの低下の面から適応となら
ず、切除不能と判断し、延命目的に放射線治療を行う方針となった。サイバーナイフを行い、
腫瘍は一時的に縮小したが、治療後3か月で再度増大を認め、最終的には緩和医療の方針となっ
た。
【症例2】94歳女性。もともと慢性中耳炎による両側高度難聴が存在し、右血性耳漏を認めたた
め、近医耳鼻咽喉科で点耳薬を処方されたが効果を認めず、当科へ紹介となった。右外耳道に
拍動性の腫瘤性病変を認め、同部位からの生検により扁平上皮癌の診断となった。TNM分類は
T4N0Mxであった。側頭骨CTでは腫瘍により内耳構造は破壊されており、頭蓋底の破壊による
頭蓋内浸潤など腫瘍の広範な浸潤を認め、切除不能と判断した。延命目的に放射線治療を提示
したが希望されず、緩和医療の方針となった。
【症例3】44歳男性。持続する耳漏に対し、右外耳炎と診断され、近医耳鼻咽喉科で保存的に加
療されていたが、右外耳道腫瘤が消退しないため当院に紹介受診した。初診後5日目に右顔面神
経麻痺（柳原スコア2/40点）を発症している。腫瘤からの生検により扁平上皮癌の診断となっ
た。TNM分類はT4N0M0であり、側頭骨CTでは外耳から中耳にかけて広く腫瘤性の病変を認
め、乳突蜂巣は一部破壊されており、S状静脈洞にも腫瘍の伸展を認めた。当初は切除可能と考
え側頭骨亜全摘術を予定しており、TPF療法による術前化学療法を行ったが、術前に施行した
3DCT-angioで切除範囲に含まれる右側のS状静脈洞がDominant側であることが判明し切除不能
と判断された。手術は中止とし、根治目的に原発巣への化学放射線療法に変更となった。治療
終了後、S-1内服による維持化学療法へと移行したが、1年後に右頸部リンパ節への再発を認めた
ため、右頸部廓清術（内頸静脈温存、副神経温存）、右耳下腺浅葉摘出術を施行した。術後病理
診断ではLevelVのリンパ節1つに転移を認めた。転移リンパ節は大きさが3cmを越え、被膜外浸
潤も認めており、術後頸部に化学放射線療法を施行した。
【考察】聴器癌の場合、根治が期待できない症例でも終末期に至るまでは呼吸状態や栄養摂取に
対する影響は少ない。疼痛管理が良好であればQOLを保った生活が可能なことが多く、症例1の
ような延命目的の治療は積極的に選択肢として提示すべきである。一方、根治を目標に治療を
行う場合、我々は手術を第1選択と考えているが、近年では化学放射線療法の良好な治療成績も
数多く報告されている。ただし、切除不能例に対する治療効果については不明な点もあり、さ
らに高線量の放射線照射による側頭骨壊死や脳実質、脳神経に対する合併症の問題や、白金製
剤を中心として長期に行う化学療法の副作用など、治療効果の追求とQOL維持の両立が重要で
ある。どのような目的でどのような治療を行うのか、患者の状態により臨機応変に選択する必
要があると考える。
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診断に苦慮した外耳道腺様嚢胞癌の１例

浜崎　泰佑、水吉　朋美、小松崎敏光、洲崎　勲夫、平野康次郎、小林　一女
昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

外耳道に発生する悪性腫瘍は、頭頸部悪性腫瘍のうち約1％と報告されており、比較的稀な疾
患である。そのため、初期には臨床症状から外耳道せつや難治性外耳炎などの他の良性疾患と
して扱われ、診断・治療が遅れることが少なくない。今回、我々は外耳道腺様嚢胞癌の一例を
経験し、その問題点など文献的考察を交えて報告する。
症例は70歳男性である。突然右耳痛を自覚して、近医耳鼻咽喉科を受診した。右外耳道の腫

脹、圧痛を認めた。抗菌薬で症状の改善を認められず、X年9月に当科を紹介受診した。初診
時、右鼓膜、外耳道に明らかな異常は認められなかった。単純CT、MRIでは外耳道の腫脹、骨
破壊など明らかな異常は認められなかった。三叉神経痛、顎関節症を疑い、歯科、麻酔科に紹
介した。

X+1年12月に右難聴を自覚し、近医耳鼻咽喉科を受診した。右外耳道前壁の腫脹と右耳垢栓
塞を認めたが疼痛が強いため除去できず、再度当科を紹介受診した。右外耳道前壁の腫脹、耳
垢栓塞を認めた。純音聴力検査で右耳86.3dB、左耳48.8dBと右混合性難聴を認めた。耳垢除去
後、再検した単純CTでは骨破壊は認められず、外耳道腫脹以外に明らかな異常は認めなかっ
た。

X+2年3月に再度右難聴を自覚し当科を再診した。耳垢栓塞を認め、除去すると、腫脹した外
耳道前壁より耳漏が認められた。抗菌薬の内服や点耳を処方したところ、耳漏は消失したが、
右外耳道腫脹、耳痛は改善しなかった。その後も耳漏を繰り返し、外耳道炎として加療した。
耳漏の細菌培養検査ではS aureusを認めた。血糖コントロール不良の糖尿病があり、糖尿病の
加療しつつ、右耳内の清掃をつづけた。6月には耳漏は消失したが、右外耳道腫脹や疼痛は改善
しなかった。再度施行した造影CTでも明らかな骨破壊は認められず、右外耳道腫脹を認めるの
みだった。生検が必要と考えられ、9月に全身麻酔下に右外耳道生検、右外耳道形成術を施行し
た。病理組織は耳垢腺由来のAdenoid cystic carcinomaであった。造影MRI、全身造影CTを行
い、明らかな転移は認められず、Pittsburg 分類でT2N0M0、Stell分類でT1N0M0と診断した。

10月に他院で5日間のサイバーナイフによる低分割定位放射線治療を施行した。加療後、右外
耳道腫脹は縮小しCRと判断し、経過観察を行っていた。

X+5年6月に右外耳道腫脹、疼痛が再燃し、画像検査上、再発と診断した。再発した腫瘍に対
して、60Gy照射した。右外耳道腫脹や疼痛は改善し、耳漏を認めるものの現在は経過良好であ
る。
本症例では複数回のCT検査が行われていたが腫瘍像をとらえることができず、生検により診

断が確定された。Adenoid cystic carcinomaの場合は表皮下の耳垢腺を発生母地とするため、初
期には耳漏や外耳道びらんなどを生じにくく、皮膚腫脹のみとなることが多い。そのため、他
の良性疾患として扱われてしまうことが多い。通常の治療で耳症状の改善が乏しい場合は、造
影を含む画像検査や生検が重要であることを改めて認識させられた。
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ニボルマブが奏効した中耳悪性黒色腫の１例

小松田浩樹、上田　征吾、岸部　　幹、原渕　保明
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

頭頸部原発の粘膜悪性黒色腫は比較的まれだが、その多くは鼻・副鼻腔や口腔、咽頭粘膜を
原発とし、中耳原発は極めてまれである。またその治療成績は根治切除可能であっても不良で
ある。今回我々は、中耳悪性黒色腫例に対して、ニボルマブを使用し良好な治療成績が得られ
たため報告する。症例は80歳女性。2014年から右難聴が出現し、近医で右滲出性中耳炎の診断
にて鼓膜チューブを留置され経過観察されていた。2016年４月の再診時に右鼓膜が暗赤色調を
呈したため、コレステリン肉芽腫を疑われ同年５月に当科紹介となった。当科初診時には出血
を伴う暗赤色の隆起性病変が鼓膜を超え外耳道へ進展していた（図左）。CT, MRIでは、腫瘍は
中耳腔から耳管及び外耳道へ進展しPittsburgh分類によるT stageではT4であった。またFDG-
PETで同部位への集積を認めた。診断確定目的に生検を施行したところ、メラニンを多数有す
る大型細胞を認め、悪性黒色腫の診断となった。腫瘍の進展や年齢などを総合的に考慮し、根
治切除は困難と判断した。また粒子線治療は希望されず、ニボルマブ単剤による治療を選択し
た。当科初診から２ヶ月後にニボルマブ3mg/kgを２週間に一度の投与スケジュールで治療開始
とした。一時的な腫瘍の増大を認めたが、その後腫瘍は著名に縮小し、８コース施行時には鼓
膜が確認でき（図右）、中耳腔に限局した腫瘍となった。その後腫瘍は増大を認めず、当科初診
から12ヶ月以上重大な有害事象なく経過している。中耳原発と診断された悪性黒色腫は非常に
まれであり、現在までに海外を含め11例の報告を認めるのみであった。初発症状としては難聴
や耳漏が多く、鼓膜所見から滲出性中耳炎と診断されている例が大半である。その治療成績は
根治切除可能であっても不良で、最大の生存期間を認めた症例でも24ヶ月である。今回我々が
経験した症例はニボルマブにより腫瘍の縮小を認め、更に12ヶ月以上腫瘍増大なく経過してお
り、今後切除不能な頭頸部領域の粘膜悪性黒色種に対してニボルマブによる生存期間延長が期
待された。
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抗好中球細胞質抗体関連血管炎症候群に伴う難治性中耳炎における
好中球細胞外トラップの発現

森田　真也、中丸　裕爾、干野季美子、福田　　篤、本間　明宏
北海道大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

【はじめに】抗好中球細胞質抗体（anti-neutrophil cytoplasmic antibody: ANCA）関連血管炎症
候群（ANCA associated vasculitis: AAV）は原因不明で難治性の全身性疾患である。多発血管
炎性肉芽腫症（granulomatosis with polyangiitis: GPA）、顕微鏡的多発血管炎（microscopic
polyangiitis: MPA）、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（eosinophilic granulomatosis with
polyangiitis: EGPA）などの総称で、腎臓・肺・神経などに多彩な症状を引き起こす。上気道感
染を契機に発症することが知られており、耳鼻咽喉科領域においては、AAVに伴う難治性中耳
炎が注目されている。患者血清中にANCAが高率に存在し、疾患の活動性とANCA抗体価の相
関性が認められるため、ANCAが疾患発症に関与する可能性が示唆されているが、その機序は
明らかにされていない。近年、好中球細胞外トラップ（neutrophil extracellular traps: NETs）
がANCA産生に関与する可能性が示唆されている。NETsは、好中球の持つ抗菌作用の一つで、
活性化した好中球から放出された線維性のマトリックスから生じた網状の物質である。NETsの
内部にはANCAの主たる対応抗原であるproteinase 3（PR3）やmyeloperoxidase（MPO）が存
在し、ANCAの産生にNETsが重要な役割を果たすとされている。
【目的】AAV患者における中耳貯留液を用いてNETsの存在を確認する。
【対象】2015年4月から2017年3月までの期間に、当院で治療したAAV患者9例（GPA 3例、
MPA 4例、EGPA 3例）を対象とした。
【方法】AAV患者を対象群、滲出性中耳炎患者をコントロール群として、中耳貯留液を鼓室内
穿刺にて採取した。中耳貯留液中のMPO-DNA複合体をNETsと定義して、ELISA法にて測定を
行った。
【結果】測定された中耳貯留液中のMPO-DNA複合体は、対象群　0.17〜3.5ng/ml（中央値
0.5ng/ml）、コントロール群　0.11〜0.22ng/ml（中央値　0.13ng/ml）であり、対象群で有意に
高値を示した（p=0.0003）。中耳貯留液採取時の血清ANCA抗体に関しては、MPO-ANCA陽性
3例、PR3-ANCA陽性 2例、ANCA陰性 4例であった。
【考察】AAVの初発症状として中耳炎を呈することが多く、この中耳炎の段階において、AAV
に伴う難治性中耳炎であるのか、それとも単なる滲出性中耳炎であるのかを鑑別することは容
易ではない。この点で、中耳貯留液中のNETsの存在が確認されたことは、早期の治療戦略構築
の上で非常に意義深いものとなりうる。
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ANCA関連血管炎性中耳炎のトリガーにおける細菌感染の関与
─中耳貯留液の細菌学的検討─

立山　香織 1、川野　利明 1、平野　　隆 1、岸部　　幹 2、岡田　昌浩 3、太田　有美 4、
福井　英人 5、原渕　保明 2、鈴木　正志 1

1大分大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
3愛媛大学医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科、

4大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、
5関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】　ANCA（Antineutrophil cytoplasmic antibody）関連血管炎性中耳炎（Otitis
media with ANCA associated vasculitis; OMAAV）はPR3（proteinase 3）、MPO（myeloperox-
inase）-ANCAに関連し、抗菌薬やチューブ留置術といった通常の中耳炎治療に抵抗性の難治性
中耳炎を呈する。多くは難聴を初発症状とし、進行性の骨導閾値上昇に加え、顔面神経麻痺や
肥厚性硬膜炎、肺・腎病変等を合併しうる自己免疫疾患である。ANCA関連血管炎（AAV）の
発症には、上気道への細菌やウイルス感染が引き金となることや、再燃例に黄色ブドウ球菌キ
ャリアが多いことが報告されている。OMAAVに関しても、中耳における感染が発症機序に関
与していることが推察される。我々は、OMAAVの発症に際して細菌感染が関与しているかど
うか、どのような細菌が検出されるか明らかにするために、中耳貯留液中の細菌学的検討を行
った。
【対象と方法】　OMAAV9例（59歳-78歳、平均70歳、MPO-ANCA陽性5例、PR3-ANCA4例）
及び、成人滲出性中耳炎（コントロール群）6例より採取した中耳貯留液を検体として培養検
査、及び上気道感染の原因となる細菌 6種類（Streptococcus pneumoniae, Haemophilus in-
fluenza, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Strep-
tococcus pyogenes）とStaphilococcus aureusについて、RT-PCR（real time- polymerase chain
reaction）を用いて検出した。
【結果】　OMAAVの中耳貯留液の性状は全例漿液性であった。鼓膜所見は8例で滲出性中耳炎
様、1例で急性中耳炎様を呈した。培養検査を施行した症例は7例であり、OMAAVでコアグラ
ーゼ陰性staphylococcus1例、コントロール群でグラム陽性桿菌1例であった。PCRで1つ以上の
細菌を検出した症例はOMAAV9例中8例（88%）、コントロール群6例（100%）であった。内訳
は、OMAAVとコントロール群でそれぞれS. pneumoniae 5例（56%）、2例（33%）、H. influenza
5例（56%）、3例（50%）、M. pneumoniae 2例（22%）、1例（16%）、C. pneumoniae 5例（56%）、
0%、L. pneumophila 0%、4例（67%）であり、S. pyogenes 、S. aureus はいずれの症例からも
検出されなかった。PCRの結果、何の細菌も検出しなかった症例は1例、1種類3例、２種類以上
の細菌を同時に検出した症例は8例存在した。
【考察】　ANCA関連血管炎の発症には環境、遺伝子、細菌感染といった要因が複合的に関与し
ていると考えられ、しばしば上気道が初発臓器となることから、上気道粘膜への細菌感染がト
リガーとなることが推察されている。臨床的には、難聴を初発症状として耳鼻咽喉科を初診
し、通常の中耳炎として加療されるものの、抵抗性であり進行性の難聴をきたす症例が多い。
本結果では、OMAAVでもOMAAV以外の成人滲出性中耳炎であっても、培養で検出される細
菌は少数であったが、PCRでは複数の細菌を検出した。PCRでは既感染の細菌も同時に検出し
ている可能性はあるものの、何らかの細菌感染が先行し、感染防御をきっかけに惹起された好
中球の過剰活性化が自己免疫反応を引き起こしたと考えられた。OMAAVでは、コントロール
群では検出されなかったC. pneumoniaeを56%の症例に検出した。グラム陰性桿菌の先行感染が
抗体産生に関わるとする報告も存在し、OMAAVの自己免疫反応に関与している可能性が示唆
された。
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当科におけるANCA関連血管炎性中耳炎７例の検討

清島　典子、波多野　都、杉本　寿史、吉崎　智一
金沢大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ANCA関連血管炎（AAV）は小血管に発生する血管炎であり、顕微鏡的多発血管炎
（MPA）、多発血管炎性肉芽腫症（GPA）、好酸球性多発血管炎性肉芽腫（EGPA）の３疾患に分
類される。2012年に疾患概念が提唱されたANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）は、抗菌薬
やチューブ留置術といった通常の中耳炎に対する治療に抵抗性の難治性中耳炎である。
OMAAVは全身合併症を伴い、MPA、GPA、EGPAと診断される症例のみならず、これら３疾
患の診断基準を満たさない症例もあり、他科と連携して診断、治療をする症例も存在する。当
院で経験した7例のOMAAVについて、その臨床的特徴と治療内容について後ろ向きに検討し
た。
対象は、2010年3月から2017年2月までに難治性中耳炎やOMAAVが疑われ当科を紹介受診し

た7例13耳である。平均発症年齢は69.2歳、当科初診時の平均年齢は71.2歳であった。全症例が
女性であり、初発症状は難聴であった。抗体価は、MPO-ANCA陽性が6例、PR3-ANCA陽性が1
例であり、診断基準2015より全症例がOMAAV確実例であった。他科にて、MPAが1例、GPA
が3例、GPAもしくはEGPA疑いが2例、MPO-ANCA関連肥厚性硬膜炎が1例と診断された。難
聴を呈した患側は、片側性が1例であり、両側性6例のうち5例が経過中に片側から両側性へと進
行した。初発耳所見は、滲出性中耳炎が10耳、感音難聴が2耳、混合性難聴が1耳であった。2例
が顔面神経麻痺、3例が副鼻腔炎病変を合併した。治療においては、全症例がプレドニゾロンの
内服加療を開始したが、4例はステロイドパルス療法に加え、静注パルス療法もしくは内服での
免疫抑制剤を併用した。全身合併症や併存疾患、年齢などを考慮して治療内容は症例毎に異な
り、症状再燃の有無や聴力予後も症例によって大きく異なった。これらの当科で経験した7例を
比較検討し、若干の文献的考察を加えて報告する。
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非典型的なANCA関連血管炎性中耳炎の２症例

石川　元基、高橋真理子、村上　信五
名古屋市立大学　医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学

【はじめに】
2016年にANCA関連血管炎性中耳炎全国調査ワーキンググループ（OMAAV-WG）から、

「ANCA関連血管炎中耳炎（OMAAV）の診療の手引き」が作成されるなど、OMAAVは注目さ
れている。OMAAVは、通常の中耳炎治療に反応しない難治性中耳炎、かつ聾まで進行するこ
ともある難聴を特徴とし、顔面神経麻痺や肥厚性硬膜炎、肺障害や腎障害など、重大な合併症
を引き起こすこともある。また、ステロイドや免疫抑制剤への反応性が良好である。今回我々
は、非典型的なOMAAV2症例について経験したため報告する。
【症例1】

70代女性、X年8月に前医にて両側滲出性中耳炎と診断されたが、両側鼓膜換気チューブ挿入
や抗菌薬投与されるも症状が軽快せず、耳漏と難聴が改善しないためX+1年1月に当科へ受診し
た。
初診時所見 : 両側鼓膜換気チューブより拍動性の耳漏あり、純音聴力検査で右56.3dB、左

63.8dB（4分法）の混合難聴を認めた。血液検査ではCRP 0.85mg/dl、血沈1時間値30mmと軽度
炎症反応を認め、MPO-ANCA 35.2 IU/ml陽性を示した。
経過: OMAAVと考え、プレドニゾロン（PSL）60mg/日を開始し、耳漏の停止、聴力の改

善、血液検査にて炎症反応の改善を認めた。しかし、PSLの減量にて再燃し、ムーンフェイスや
皮膚の多発紫斑などPSLの副作用も出現した。免疫抑制剤併用しPSL減量を試みたが、再燃、免
疫抑制剤の副作用などによりコントロールに難渋したが、現在はPSL3mg/日、アザチオプリン
100mg/日の内服でコントロール中である。
【症例2】

80代女性、Y年1月に前医にて両側滲出性中耳炎と診断され、右鼓膜換気チューブ挿入、2月に
右97.5dB、左101.3dBと聴力悪化を認め、PSL30mg/日から漸減投与も聴力の改善を認めず、4月
に入り右膿性耳漏が出現し改善みられないため当科へ紹介受診した。
初診時所見: 両側外耳道は発赤、腫脹し、右耳内は鼓膜チューブから多量の膿性耳漏を認め、左
耳内は鼓室内  貯留液を認めた。血液検査では白血球11900 /μl、CRP 6.0 mg/dl、血沈1時間値
68mmと炎症反応を認め、MPO-ANCA、PR3-ANCAは陰性であった。右105.0dB、左103.8dBと
両側高度難聴を認めた。
経過: OMAAVが第一に疑われたが、右耳漏から緑膿菌が検出され糖尿病も罹患していたため、
悪性外耳道炎も考慮し、まずメロペネム1.5g/日の投与と耳洗浄にて感染コントロール施行し
た。右耳漏は膿性から漿液性に変化したが、血液検査では炎症反応の改善は認めなかった。感
染制御後よりPSL 60mg/日開始したところ、耳内粘膜の発赤腫脹は著明に改善し、右耳漏の停
止も認めた。血液検査でも炎症反応の改善を認めた。PSL開始直前のMPO-ANCA再検にて 7.8
IU/mlと陽性化しており、PSLに反応したこともありOMAAVと診断した。その後、PSL漸減
し、6月末日においてPSL15mg/日にて再燃はないが、聴力検査では右105dB、左90dBと左聴力
閾値のわずかな改善にとどまっている。
【考察】

OMAAVの診断基準の一項目は、抗菌薬または鼓膜換気チューブ無効の難治性中耳炎を呈す
る、または、急速に進行する骨導閾値の上昇を認めることであり、本症例は、2例とも前医にて
滲出性中耳炎、急性中耳炎として治療行われるも改善せず受診した。通常、耳漏から細菌検出
されないことが多いが、特に症例2は緑膿菌が検出されたため悪性外耳道炎の鑑別および感染制
御が必要であった。細菌検出される場合でも、抗菌薬に反応せず骨導閾値上昇する場合は、
OMAAVを念頭におく必要があると考えられる。
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確定診断が困難であった重症ANCA関連血管炎性中耳炎の１例

茂呂　順久、増田　正次、齋藤康一郎
杏林大学医学部付属病院耳鼻咽喉科

ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）は難治性であり、診断に苦慮することが多い。今回
我々が提示する症例はMPO-ANCA、PR3-ANCA陰性で頭痛、2週間以上続く発熱、白血球増
多、肥厚性硬膜炎、側頭骨破壊といった非常に強い炎症所見を呈していた。ステロイドパルス
療法に反応せず、他疾患との鑑別をすると共に診断を確実にするため病巣中央部からの病理診
断を行うべきか、それとも外科的処置による炎症所見の致命的な悪化を避けるべきか方針決定
に苦慮した症例であり、診断方針に関し議論の余地があると感じ本学会で提示する。
【年齢・性別】55歳男性
【既往】特記すべき所見なし
【経過】X年5月〜6月：鼻出血・発熱・顎下腺腫大の症状で当科外来受診となった。鼻内に腫瘍
性病変を認め生検を施行し好中球浸潤の目立つ壊死病変であり、多発血管炎性肉芽腫症が鑑別
に挙がるとの病理コメントであった。この頃、中耳病変は認めていなかった。膠原病内科によ
る精査の結果、上気道症状（鼻出血）、腎症状（血尿）、全身症状からここまでの状態でANCA
陰性ANCA関連血管炎（GPA）疑いの診断となった。ステロイドパルス治療（プレドニゾロン
500mg×3日間投与）に続きステロイド漸減内服加療が行われ血管炎による症状はいずれも消失
していた。しかし、X+1年2月（第1病日）：ステロイド減量中に頭痛・右耳痛が出現し当科紹介
となた。右鼓膜の発赤、膨隆を認めた。
【血液検査】　白血球14.8×1000、血沈1時間値65mm、CRP11.36mg/dl、PR-3-ANCAとMPO-
ANCA共に陰性。
【オージオグラム】右気導: 45 dB、左気導: 18dB、右骨導: 13.5dB、左骨導: 12.5dB（4分法）。
【経過】中耳炎に対してまず一般的な細菌感染の可能性を考慮し抗生剤内服を開始するととも
に、OMAAVを疑い中耳浸出液および鼓膜切開部からの肉芽様病変を病理検査に提出した。複
数回の検査を繰り返すも、一般的な炎症性壊死組織であり、OMAAVに特異的な所見は得られ
なかった。第10病日よりステロイドパルス治療（プレドニゾロン500mg×3日間投与）とステロ
イド漸減療法（PSL50mgより開始）が施行されるも中耳病変の改善は得られず、第12病日の側
頭骨CTでは鼓室から蜂巣に軟部陰影が充満しており、右S状静脈洞周囲、乳様突起、頭蓋底の
骨壁融解を認めた。造影MRIで肥厚性硬膜炎を認めた。炎症軽減目的にステロイド鼓室注入も
試みたが著効しなかった。鼓膜切開部からの検体では病診断に不十分な可能性も考え、乳突蜂
巣削開による中耳深部からの生検も検討したが、広汎な骨融解が生じている状態で外科的処置
をおこなうことによる致命的な炎症所見の増悪をおそれ、外科的処置は行わず、17病日からシ
クロフォスファミド（CPA）大量静注療法の反応をみることとした。17・45・73病日計3回の
CPA投与により、第93病日に鼓膜所見と聴力の改善を認めた。しかし、同日のCTでは鼓室内の
軟部陰影は減少していたが側頭骨融解像は進行していた。第127病日：鼓膜所見はほぼ正常化
し、右聴力レベルは25.0dBとなった。第365病日のCTでは骨破壊があった部位には骨新生を認
め、軟部陰影も消失、MRIで肥厚性硬膜炎の改善を認めた。現在第442病日の時点で中耳の状態
は良好である。
【考察】OMAAVの診断基準では組織学的診断も必要となる場合がる。しかし頭頸部領域におけ
る生検の診断率は約20％とされており、特に中耳からの標本は検体が小さいため診断がつきに
くい。生検後に感音難聴が増悪した症例や乳突削開後に顔面神経麻痺を発症した症例が報告が
されており、活動期のGPAの耳病変に対する外科的処置は慎重であるべきとの考えもある。ま
た、血清学的、病理組織学的に確定診断に至らず診断的治療を行い、良好な経過をたどった症
例も報告される一方、GPAに頭蓋内リンパ腫が合併し生検が施行できず不慮の転帰となった症
例も存在する。ステロイドパルスに加え、GPAでも初期に著明な改善が得られず他疾患との鑑
別をすすめるべきか悩ましい症例も今後生じる可能性があり、画一的に診断アルゴリズムに従
うのは困難と考えられた。
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治療により補聴効果を認めたANCA関連血管炎性中耳炎の高齢者例

荒木　大輔、岸部　　幹、高原　　幹、片田　彰博、林　　達哉、原渕　保明
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ANCA関連血管炎性中耳炎（otitis media with ANCA associated vasculitis, OMAAV）は、難
治性の中耳炎を伴い、高率に感音成分の低下を来すことが知られている。治療としてはステロ
イドや免疫抑制剤の投与が行われるが、スケールアウトまで進行した症例では聴力の回復は困
難とされている。今回我々は、初診時に両側高度感音性難聴を認め、ステロイド及び免疫抑制
剤投与により片側聴力の改善が得られ、補聴効果も認めたOMAAVの高齢者例を経験したので
報告する。症例は80歳女性。左聴力低下を主訴に近医を受診し、滲出性中耳炎の診断にて鼓膜
チューブを挿入された。しかし改善に乏しく、聴力検査にて両側聴力の変動があり、精査目的
に当科紹介となった。当科初診時は右耳に補聴器を装用していたが、ほぼ会話不能であった。
鼓膜所見は右鼓膜陥凹を認め、左鼓膜はチューブが留置されていたが、鼓膜チューブ周囲に固
化した浸出液を認めた。純音聴力検査では左は高度感音難聴、右はスケールアウトであった
（図１a）。血液生化学検査では白血球 6530/μl，血沈33mm/時，CRP 1.95mg/dlと軽度の炎症反
応を認めた。また、PR3-ANCA 1.0U/ml未満、MPO-ANCA 123U/mlとMPO-ANCA陽性であっ
た。脳MRIでは小脳橋角部に腫瘍性病変を認めず、両側乳突蜂巣に液体貯留を認めた。全身CT
では他に血管炎を示唆する所見は無く、血液検査上も腎機能障害等を認めなかった。以上より
側頭骨に限局するOMAAVの診断となり、プレドニゾロン（PSL）30mg/日、シクロフォスフ
ァミド（CY）25mg/日にて寛解導入療法を開始した。加療開始後より緩やかに左聴力の改善を
認め、治療開始2週間後には81.3dB（図1b）、治療3カ月後には左聴力は63.8dBまで改善し（図１
c）、MPO-ANCAも陰転化した。右聴力は治療開始後もスケールアウトから改善を認めなかった
が、左耳は補聴効果が得られ補聴器装用にて会話も可能となった。PSLを漸減し、現在PSL
4mg/日にて維持療法中であるが再燃なく経過しており、聴力悪化も認めていない。OMAAVで
は、高度感音難聴であっても治療に反応しうる。高齢者であってもOMAAVの治療を行うこと
は、QOLの改善につながると考えられた。
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中耳真珠腫進展度分類による当センターの症例の検討

田邉　牧人、山本　悦生、老木　浩之、渡邊　太志
老木医院　山本中耳サージセンター

【はじめに】
日本耳科学会より2015年に中耳真珠腫進展度分類改訂案（以下、2015改訂案）が提案され、

後天性の3つ（弛緩部型、緊張部型、二次性）、先天性の合計4つの型の進展度分類が可能となっ
た。
今回は、当院の中耳真珠腫症例を2015年改訂案で分類し、検討した。

【対象と方法】
2012年から2016年までの5年間に当院で手術治療を行った中耳真珠腫新鮮例98耳のうち、分類

可能であった87耳（年齢：6歳から86歳、男性56耳、女性31耳）を対象とした。
これらの症例を2015改訂案に従って分類し、真珠腫の病態分類、年齢、進展度（stage）、副

分類（乳突部の蜂巣発育、アブミ骨病変）などについて検討する。
【結果】
病態分類は、弛緩部型70耳、緊張部型11耳、二次性5耳、先天性1耳であった。
弛緩部型は年齢が10歳から78歳（中央値43歳）、stage Iaが2耳（2.9%）、Ibが12耳（17.1%）、

IIが 43耳（61.4%）、IIIが 13耳（18.6%）であった。副分類のうち蜂巣発育はMC0が 17耳
（24.3%）、MC1が35耳（50.0%）、MC2が18耳（25.7%）、MC3が0耳、アブミ骨病変はS0が41耳
（58.6%）、S1が26耳（37.1%）、S2が3耳（4.3%）であった。
緊張部型は年齢が6歳から74歳（中央値48歳）、stage Iaが1耳（9.1%）、Ibが2耳（18.2%）、II
が4耳（36.4%）、IIIが4耳（36.4%）であった。副分類のうち蜂巣発育はMC1が9耳（81.8%）、
MC2が2耳（18.2%）、MC0とMC3が0耳、アブミ骨病変はS0が無く、S1が5耳（45.5%）、S2が
6耳（54.5%）であった。
二次性は年齢が47歳から86歳（中央値69歳）、stage Iaと Ibが1耳（20.0%）ずつ、IIが3耳

（60.0%）、IIIは0耳であった。副分類のうち蜂巣発育はMC0が2耳（40.0%）、MC1・MC2・MC3
が1耳（20.0%）ずつ、アブミ骨病変はS0が3耳（60.0%）、S1・S2が1耳（20.0%）ずつであった。
先天性の1耳は、年齢8歳、stage Ib、MC3a、S1であった。
年齢は二次性の群で高い傾向にあった。
症例の多い弛緩部型と緊張部型で比較すると、stage IIIは緊張部型のほうに多い傾向にあった

が、側頭骨内合併症はすべて鼓膜全面癒着であった。逆に迷路瘻孔や頭蓋底の破壊は弛緩部型
に多い傾向にあった。アブミ骨病変は緊張部型にS2が多い傾向にあり、それ以外も全てS1であ
った。
【考察】
緊張部型は癒着性中耳炎と共通する部分もあるために、鼓膜全面癒着の症例が多く、stage III
が多くなったと考えられた。逆に弛緩部型は上鼓室方向に進展していくために迷路瘻孔や頭蓋
底破壊が多いと考えられた。また緊張部型の病変は鼓室後半部が中心であるために全例でアブ
ミ骨周囲に病変を認め、アブミ骨上部構造の欠損するS2も多くなったと考えられる。二次性は
単純な鼓膜穿孔として見過ごされていた例もあり、結果として手術時の年齢が高くなったと考
えられた。
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大阪医科大学における中耳真珠腫の進展度と手術術式
─中耳真珠腫進展度分類2015改訂案を用いての検討─

綾仁　悠介、萩森　伸一、尾崎　昭子、櫟原　崇宏、金沢　敦子、河田　　了
大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】2015年に日本耳科学会より中耳真珠腫進展度分類2015改訂案が提唱された。できる
だけ簡便に真珠腫に対する術式選択や術後成績を検討できるように作成されている。多くの施
設がこの分類に従って術後成績を論ずることによって、選択する術式の改善点も明らかになる
ことが期待される。今回我々は、当科で施行した中耳真珠腫に対する鼓室形成術の術式や進展
度を、この中耳真珠腫進展度分類2015改訂案を用いて検討したので報告する。
【対象と方法】対象は平成2012年1月から平成2017年5月までの間に、当科にて手術加療を行っ
た、中耳真珠腫新鮮例172耳（男性89耳、女性83耳、平均年齢47.9歳）で、その内訳は弛緩部型
100耳、緊張部型51耳、先天性真珠腫14耳、二次性真珠腫7耳である。本研究では、進展度各項
目（Stage、蜂巣発育程度・含気状態、アブミ骨病変の程度）、伝音再建法について検討した。
弛緩部型と緊張部型においては比較検討を行った。
【結果】Stage分類の内訳は、弛緩部型100耳中、StageIaが5耳（5%）、StageIbが30耳（30%）、
StageIIが60耳（60%）、StageIIIが5耳（5%）であった。緊張部型51耳ではStageIaが1耳（2%）、
StageIbが17耳（34%）、StageIIが21耳（42%）、StageIIIが12耳（24%）であった。先天性真珠
腫14耳では、StageIaが1耳（7%）、StageIbが3耳（21%）、StageIIが10耳（72%）であった。二
次性真珠腫7耳では、StageIbが3耳（43%）、StageIIが4耳（57%）であった。StageIIIに分類さ
れた合併症・随伴症状は、弛緩部型5耳中、迷路瘻孔（LF）3耳、鼓膜全面の癒着病変（AO）1
耳、外耳道後壁の広汎な破壊（CW）3耳、高度内耳障害（LD）1耳、錐体部・頭蓋底の広範な
破壊（PB）1耳（重複あり）であった。他方、緊張部型12耳では、AO11耳、LF3耳（重複あ
り）であった。弛緩部型と緊張部型とのStageの内訳を比較すると、緊張部型のStageが有意に
高かった（χ2test、p＜0.01）。蜂巣発育の程度・含気状態の内訳においては弛緩部型と緊張部型
との間に、統計学的な差はみられなかった（χ2test、p=0.75）。アブミ骨病変の程度の内訳にお
いては弛緩部型と緊張部型との間に、統計学的には差がみられ、緊張部型がよりアブミ骨病変
が高度であった（χ2test、p＜0.01）。伝音再建法は、段階的手術2nd未施行例を除くと、弛緩部
型87耳中、I型11耳（13%）、III型67耳（77%）、IV型7耳（8%）、伝音再建なし（wo）2耳（2%）
であった。緊張部型48耳では、I型7耳（15%）、III型25耳（52%）、IV型13耳（27%）、伝音再建
なし（wo）3耳（6%）であった。先天性真珠腫14 耳では、I型2耳（14%）、III型6耳（43%）、IV
型6耳（43%）であった。二次性真珠腫7 耳では、I型3耳（43%）、III型4耳（53%）であった。
弛緩部型と緊張部型との間を、全体の術型選択において統計学的に比較すると、有意差がみら
れた（χ2test、p＜0.01）。すなわち、弛緩部型は III型が多く、緊張部型は IV型が多いという結
果であった。
【考察】緊張部型真珠腫においてstageIIIとなる割合が高く、鼓室形成術 IV型をとることが多か
った。緊張部型真珠腫の初期は、癒着性中耳炎との鑑別が難しいことがあり、より早期の発見
と治療が重要であると考えられた。

Otol Jpn 27 (4) :436 , 2017

O-102



中耳真珠腫進展度分類2015を用いた、
当科における中耳真珠腫の手術症例の検討

門脇　嘉宣 1,2、平野　　隆 1、鈴木　正志 1

1JCHO 南海医療センター、2JCHO 南海医療センター

日本耳科学会用語委員会によって、中耳真珠腫進展度分類2015が作成された。またそれに基
づいた中耳真珠腫の病態・進展度の疫学や、術式選択の実態についての我が国初の全国登録調
査も報告されており、中耳真珠腫における治療戦略（術式選択も含む）の標準化の素としても
見込まれている。2015年以前も含めて当科で手術加療を行った中耳真珠腫症例について同分類
を用いて再評価を行い、その結果を検討する。2012年1月から2016年12月に当科にて手術加療
（いずれも耳後部切開による顕微鏡下での施術）した中耳真珠腫新鮮例を対象とした。病態分類
では先天性真珠腫と二次性真珠腫は対象に含めず、弛緩部型、緊張部型、複合型のみを対象と
した。患者背景、病態分類、真珠腫のstaging、術式選択、術後成績などについての結果を渉猟
した。患者総数は58名（男性39名女性19名）60耳、平均年齢は43.7±20.9歳（7〜80歳）で、術
後経過観察期間は平均24.3ヶ月であった。病態分類では弛緩部型53耳、緊張部型4耳、複合型3耳
であり、進展度分類ではstage１　12耳、stage２　43耳、stage３　4耳でstage４の症例は認め
なかった。鼓室形成術における伝音再建法は、１型12耳、２型2耳、３型29耳、４型12耳、woが
1例だった。形成鼓膜の再陥凹は22耳あった一方、再発は2耳であり、いずれも遺残性再発だっ
た。以上の結果について、諸家の報告と比較しつつ、さらに詳細な検討を行う。
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当科の弛緩部型真珠腫症例の検討
─中耳真珠腫進展度分類2015年改訂案を用いた分析─

小森　　学 1,2、多田　剛志 2、小泉　博美 2、高橋　昌寛 2、三瓶紗弥香 2、森野常太郎 2、
茂木　雅臣 2、三浦　正寛 2、山本　和央 2、櫻井　結華 2、山本　　裕 2、小島　博己 2

1東京慈恵会医科大学附属第三病院　耳鼻咽喉科、2東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室

【背景】中耳真珠腫進展度分類（以下進展度分類）は2015年に従来の弛緩部型、緊張部型に加え
て二次性、先天性を追加したものとなり、頭蓋内合併症はStageIVとしてStageIIIから独立した
ものとなった。今回当院で手術を施行した弛緩部型真珠腫新鮮例について進展度分類2015を用
いて弛緩部型真珠腫の病態について検討した。
【対象と方法】2009年1月から2015年12月までの7年間に当科で手術を施行した弛緩部型真珠腫新
鮮例183症例を対象とした。これは同時期に手術を施行した中耳真珠腫新鮮例292症例中の62.7%
に相当した。その他の症例は緊張部型真珠腫が44耳（15.1%）、二次性真珠腫が8耳（2.7％）、先
天性真珠腫が55耳（18.8％）、分類不能が2耳（0.7％）であった。なお、当科では中耳真珠腫に
対して外耳道後壁保存型鼓室形成術を基本としており、耳小骨連鎖が温存可能な場合には I型、
キヌタ骨の侵食があるがアブミ骨が残存している場合には III型、残存していない場合には IV型
を耳小骨再建の基本術式としている。
【結果：括弧内はStageI、II、IIIの詳細を示す】手術時の年齢は6歳から92歳、平均43.6歳だっ
た。性別は男性105耳、女性78耳で、30-40代にピークを認めた。術前平均気導聴力は37.6dB
（29.5/38.6/48.8）、平均骨導聴力は17.1dB（15.1/17.3/21.0）だった。Stage分類別にみてみると、
StageIが37耳、StageIIが130耳、StageIIIが16耳、StageIVが0耳だった。StageIIIの合併症（重
複有り）は迷路瘻孔が11耳と最も多く、続いて外耳道後壁破壊が4耳、鼓膜の全面癒着が2耳、
顔面神経麻痺、高度内耳障害が1耳ずつ認めた。進展区分別ではStageIではaが2耳、bが35耳だ
った。Iaは保存的処置にて弛緩部のdebrisが抜けた症例としている。StageII以上ではAMが69
耳、TAが16耳、PAが2耳、TAMが36耳、PTAが3耳、PAMが6耳、PTAMが14耳だった。
アブミ骨の状態を分類したS分類はS0が103耳（35/64/4）、S1が60耳（2/48/10）、S2が16耳
（0/14/2）、S3が4耳（0/4/0）、SNが0耳であった。乳突蜂巣の発育程度のMC分類と含気の有無
は術前のCTで評価した。MC0が48耳（6/33/9：含気有り4例）、MC1が88耳（18/64/6：含気有
り14例）、MC2が41耳（10/31/0：含気有り15例）、MC3が6耳（3/2/1：含気有り1例）であっ
た。また、鼓室洞進展では進展有り例が26例（0/21/5）、進展無し例が157例(37/108/11)、不明
が1例（0/1/0）であった。術式別には外耳道非削開鼓室形成術が43耳（22/20/1）、外耳道後壁
保存型鼓室形成術が 119耳（15/95/9）、外耳道後壁削除・乳突非開放型鼓室形成術が 16耳
（0/13/3）、外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室形成術が5耳（0/2/3）だった。耳小骨再建は I型が
2耳（2/0/0）、III型が143耳（35/98/10）、IV型が8耳（0/8/0）、wo再建が30耳（0/24/6）だっ
た。
【考察】2015年に全国での中耳真珠腫新鮮例に対する手術症例の集積が耳科学会から提案され実
施された1）。年齢分布は全国調査では30-40代と60歳代での二峰性であったが当院では年齢分布は
30-40代のピークのみであった。また、手術時の平均気導聴力・骨導聴力が若干良好であった。
これらは当院が首都圏に位置しており労働年齢人口が多いという地域性が表れたものではない
かと考える。また、進展度ではStageIIが最も多くStageが進行するにつれ術前聴力が悪くなって
いた。進展区分での検討ではAM、TAM、TA、PTAMの順に多かった。また、Mに進展した
場合においてT進展の有無に有意差を認めた。すなわち進展経路はMからTへと進む傾向が示唆
された。アブミ骨の状態に関してはS0、S1、S2、S3の順に多く、全国調査と同様の傾向を示し
た。乳突蜂巣の発育程度はMC1、MC0、MC2、MC3の順に多く、全国調査よりも発育不良例が
多く認められた。乳突蜂巣発育とT進展の有無、鼓室洞進展の有無に関して検討したが特に相関
は認めなかった。
【結論】全国調査と比較検討したがほぼ同様の結果を認めた。しかし、若干ではあるが地域性の
違いから生じると考えられる病態の違いを認めた。
【文献】1）小森　学、東野哲也、阪上雅史、他：中耳真珠腫進展度分類2015を用いた全国真珠
腫手術症例登録結果報告．Otology Japan 27：83-89，2017．
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当科の緊張部型真珠腫症例の検討
─中耳真珠腫進展度分類2015年改訂案を用いた分析─

茂木　雅臣、多田　剛志、小泉　博美、高橋　昌寛、三瓶紗弥加、森野常太郎、
三浦　正寛、小森　　学、山本　和央、櫻井　結華、山本　　裕、小島　博己

東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科

【緒言】
後天性中耳真珠腫は弛緩部型真珠腫と緊張部型真珠腫、二次性真珠腫に大きく分類される。緊張

部型真珠腫には鼓膜後上象限の陥凹や癒着から始まるものや、癒着性中耳炎から移行するものがあ
る。弛緩部型真珠腫と比べて真珠腫の除去が難しく、また、術後に鼓膜の再陥凹や再癒着が生じる
症例もしばしば経験する。また術後の聴力改善も困難な例が少なくない。他の真珠腫と比較し、緊
張部型真珠腫はこのような臨床的に異なる特徴を有するが、その病態の相違は完全には明らかにさ
れていない。今回、中耳真珠腫進展度分類2015改訂案を用いて当院で手術を施行した弛緩部型真珠
腫例について検討し、その臨床的病態を分析した。
【対象と方法】

2009年1月から2015年12月までの7年間に当科で手術を施行した緊張部型真珠腫新鮮例44症例を対
象とした。これは同時期に手術を施行した中耳真珠腫新鮮例292症例中の15.1%に相当した。その他
は弛緩部型真珠腫が183耳（62.7%）、二次性真珠腫が8耳（2.7％）、先天性真珠腫が55耳（18.8％）、
分類不能が2耳（0.7％）であった。当科では、中耳真珠腫に対して外耳道後壁保存型鼓室形成術を
基本としている。しかし、広汎な真珠腫の進展や外耳道後壁の大きな欠損がみられる場合には外耳
道後壁削除型鼓室形成術を選択している。また術中に遺残性再発のリスクが高いと判断した場合に
は、段階手術を決定している。これらの症例について年齢分布、男女比、日本耳科学会進展度分類
2015年改訂案に基づいた真珠腫の進展度、進展範囲、術中所見、アブミ骨の状態、乳突蜂巣の発育
を分類、術式や耳小骨再建について検討を行った。
【結果】
手術時の年齢は4歳から72歳、平均38.4歳であり、30代と60代に二峰性のピークを認めた。性別は
男性25耳、女性19耳であった。Stage Iが18耳、Stage IIが22耳、Stage IIIが4耳、Stage IVが0耳
だった。Stage IIIの合併症（重複有り）は鼓膜の全面癒着が3耳と最も多く、迷路瘻孔が2耳にみら
れた。Stage IIではTAが5耳、TAMが16耳、PTAMが1耳であった。術前のCTにて乳突蜂巣の発
育程度を評価した。MC0が8耳、MC1が22耳、MC2が13耳、MC3が1耳であった。アブミ骨の状態
は術中に評価した。S0が４耳、S1が17耳、S2が22耳、S3が1耳、SNが0耳であった。また、stage
が進行するにつれ、アブミ骨の上部構造が欠損している症例の割合が有意に高くなっていた。術前
平均気導聴力は38.8dB、術前平均気骨導差は22.6dBであった。アブミ骨の上部構造欠損の有無で症
例を分けて気骨導差を比較したところ、欠損がある群では有意に大きい気骨導差を認めた。採用術
式は、外耳道非削開鼓室形成術が18耳、外耳道後壁保存型鼓室形成術が23耳、外耳道後壁削除・乳
突開放型鼓室形成術が1耳、外耳道後壁削除・乳突非開放型鼓室形成術が2耳、であった。耳小骨再
建は I型が2耳、III型が24耳、IV型が12耳であり、6耳では段階手術を選択した。
【考察】
緊張部型真珠腫手術症例の全体に占める頻度は15.1%となり、諸家の報告とほぼ同等であった。

本分類のStage分類による症例の割合はStage Iから IVまでのそれぞれで41%、50%、9%、0%とな
り、既報告よりも進展例が少ない結果となった。本分類では鼓膜の全面癒着があるとStage III以上
に分類されるが、全面癒着症例が3耳と比較的少ないことも要因のひとつと考えられた。
一方、アブミ骨の破壊症例の頻度は比較的高く、上部構造が確認できない症例が半数以上を占め

た。またアブミ骨病変の程度と術前聴力にも相関性が認められた。これらの結果より、進展度が早
期であっても聴力低下が起きやすいという本症の特徴が改めて示された。このような臨床的特性か
ら、緊張部型真珠腫は他の真珠腫とは異なった治療戦略が必要となる。言うまでもなく、中耳真珠
腫に対する手術適応は、年齢、症状、聴力、進展度など様々な要因を考慮して決定される。また真
珠腫手術症例の検討では、施設ごとの手術適応の違いが手術時の病態分析結果を大きく左右する。
今後Stageごとの再形成、遺残、聴力などの術後長期成績を分析することにより、より適切な手術
適応を確立していく必要があると考えられた。

O-105



当科の二次性真珠腫症例の検討
─中耳真珠腫進展度分類2015年改訂案を用いた分析─

小泉　博美、多田　剛志、高橋　昌寛、三瓶紗弥香、森野常太郎、茂木　雅臣、
三浦　正寛、小森　　学、山本　和央、櫻井　結華、山本　　裕、小島　博己

東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】　後天性真珠腫の大部分は弛緩部型または緊張部型真珠腫であるが、数は少ないな
がら鼓膜の穿孔縁から上皮が侵入して形成された二次性真珠腫も存在する。一昨年、日本耳科
学会用語委員会により中耳真珠腫進展度分類2015年改訂案が報告され、新たに二次性真珠腫に
ついての進展度分類が加わった。今回われわれはこの分類を用いて当科の二次性真珠腫症例に
ついての臨床的検討を行った。
【対象と方法】　2009年1月から2015年12月までの7年間に当科で手術を施行した後天性中耳真珠
腫新鮮例292耳を対象とした。その中で同進展度分類中に記された「緊張部に穿孔があり、その
穿孔縁から二次的に鼓膜やツチ骨裏面に角化上皮が進展することにより生じた真珠腫、慢性穿
孔性中耳炎に伴う癒着病変や緊張部型・弛緩部型真珠腫、鼓膜穿孔を伴う先天性真珠腫などが
否定される」いう定義を満たす症例を二次性真珠腫として検討した。頻度、男女比、年齢、真
珠腫の進展度、進展範囲、術中所見、アブミ骨の状態、乳突蜂巣の発育、術式や耳小骨再建に
ついて検討を行った。
【結果】　二次性真珠腫は8耳にみられ、全体の2.7%を占めていた。男女比は男性2耳、女性6耳
であった。手術時の年齢は37歳から75歳（平均60.9歳）であった。真珠腫の進展度と進展範囲は
StageIaが4耳、StageIbが2耳、StageIIが2耳（進展範囲はTAが1耳、TAMが1耳）であった。
術中所見は、ほとんどの症例で複数の象限にまたがる鼓膜穿孔を認め、全例で鼓膜の上方のツ
チ骨付近から鼓膜裏面への上皮の侵入が認められた。StageIb以上の症例4耳のうち、3耳で鼓膜
張筋腱の破壊を認めた。StageIIの症例では、キヌタ・ツチ関節裏面を経由して上鼓室・乳突腔
に上皮が侵入していた。アブミ骨の状態は、S0が6耳、S2が2耳であった。StageIa・Ib症例は全
例S0であり、StageII症例は全例S2であった。乳突蜂巣の発育と含気はMC1が3耳、MC2が4耳、
MC3が1耳であった。含気の有無については4耳に含気を認めた。鼓室洞進展の有無は、進展有
りが6耳、進展無しが2耳であった。StageIは全例鼓室洞進展を認めなかったが、StageIIでは全
例鼓室洞進展を認めた。3分法平均聴力レベルによる術前気導聴力閾値はStageIaが47.8dB、
StageIbが31.3dB、StageIIが63.1dBであった。術前骨導聴力閾値は、StageIaが20.6dB、StageIb
が14.4dB、StageIIが28.1dBであった。術式は全例TCAが施行され、伝音再建術式はI型3耳、III
型3耳、IV型2耳であった。
【考察】　今回の検討では、二次性真珠腫手術症例の真珠腫全体に占める頻度は2.7%と諸家の報
告と比較するとやや少なかったが、女性に多く、手術時年齢が高いという傾向は過去の報告と
同様であった。進展度については、StageI症例が全体の75%と多かったが、鼓室を越え上鼓室や
乳突洞に進展した症例も存在した。進展経路を術中所見から推察すると、真珠腫上皮はツチ骨
柄付近より鼓膜裏面に連続して侵入し、鼓膜張筋腱を足場としてツチ・キヌタ関節内側から上
鼓室や乳突洞に進展すると考えられた。アブミ骨の破壊については、本検討では初期例が比較
的多かったため全体で見ると破壊例は少なかったが、StageII症例は全例アブミ骨の破壊を伴っ
ており、ツチ・キヌタ関節内側から進展する傾向に合致する結果と考えられた。乳突蜂巣の発
育は、発育良好例が半数以上を占め高度抑制例は少なかった。幼小児期からの中耳腔換気不全
とそれによる乳突蜂巣の発育不全が背景に存在することが多い弛緩部型や緊張部型とは異なっ
た病態を持つことがうかがわれた。　二次性真珠腫は独立した真珠腫の病態として少なからず
存在する。今回、中耳真珠腫進展度分類2015年改訂案を用いることにより他の後天性真珠腫と
は違う二次性真珠腫独自の特徴が明らかになったと考えられた。
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目的）「突発性難聴のてびき」の作成にあたり、突発性難聴の治療に関するシステマティックレ
ビューが作成されたので報告する。
方法）PubMed database で “Sudden Deafness Hearing Loss” AND “Therapy”かつ “1976 Janu-
ary to 2016 December 31”に発行された論文を検索し、さらに “human”、“English”、“fulltext”論
文で条件検索し、論文を抽出した。なお、このレビュー作業を実施するチームが編成されて、
各担当に分担し最終的にレビューをとりまとめた。
結果）治療として、副腎皮質ステロイド薬、抗ウイルス薬、循環改善薬、高圧酸素治療などが
報告されている。しかしながら、大規模な無作為化試験やメタアナリシスで有効性が証明され
ている治療法はない。また、突発性難聴は自然治癒または軽快する疾患でもあり、治療法の有
効性について客観的評価を困難にしている一因である。一般的に予後は良好とはいえないた
め、効果的な治療薬が求められている。これら薬剤の効果を、質の高い比較試験で示すことは
難しい。理由として、1）本疾患は自然軽快が少なからず存在するため、薬剤の治療効果を見る
うえで考慮すべき点があること、2）Evidence based medicine（EBM）として、無作為に割り
付けられた二重盲検試験が必要となるが、他疾患と同様にプラセボ治療群を作ることが困難で
あること、3）報告によって診断基準に差異があること、4）治療薬１つとっても（例えば副腎
皮質ステロイド薬）でもその投与量、投与期間が異なるといくつかの報告を束ねて検討するこ
とも難しいこと、5）循環改善薬に関する臨床研究では使用された血管拡張薬の種類、用量およ
び治療期間がさまざまであり、まとめることができない、という問題点も指摘されている。こ
れらを解決するために、同一のプロトコールを組み、大規模な臨床試験を行うこと、適切なメ
タアナライシスを用いた対照試験研究が必要である。また、耳鳴、めまいに対する治療効果の
エビデンスも乏しいため、聴力の評価のみならず、これらの随伴症状にも目を向けた臨床研究
が必要である。副腎皮質ステロイドの全身投与・鼓室内投与、循環改善薬、抗ウイルス薬、高
気圧酸素治療などのエビデンスについて、検索した論文を中心にコクランライブラリー論文、
2012年の米国アカデミー耳鼻咽喉科頭頸部外科（AAO－HNS）学会で示された「突発性難聴の
ガイドライン」を含めてまとめたい。
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突発性難聴に対するステロイド鼓室内注入療法の治療成績
─投与回数を減らしても有効性は低下しない─

鈴木　秀明、大淵　豊明、竹内　頌子、田畑　貴久、池嵜　祥司、小泉　弘樹
産業医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【目的】われわれは2009年以降、突発性難聴患者に対して第1選択治療としてステロイド全身投
与＋ステロイド鼓室内注入療法を行ってきた。その結果、ステロイド全身投与＋高気圧酸素療
法を行った場合と比較して有意に高い改善率を得ることができた。また7日毎に4回の注入と1週
間のうちに4回の注入では有効性に差がないことを報告した。さらに前回中間報告として、4回
と2回の注入でも差がないことを発表した。今回、4回群と2回群各々2年間ずつ、合計4年間のエ
ントリー期間を終えたので、最終的な治療成績を比較した結果を報告する。
【対象と方法】対象は2013年6月から2017年5月までの4年間に当科で入院治療を行った突発性難
聴患者192例192耳である。対象患者は発症から治療開始までが30日以内で5周波数平均聴力レベ
ルが40 dB以上（grade 2〜4）とした。治療はステロイド全身投与に加えて鼓室内注入を施行し
た。ステロイド全身投与はプレドニゾロン100 mgより開始し、2週間かけて漸減した。ステロイ
ド鼓室内注入はデキサメタゾン（1.65 mg/0.5 ml）を使用し、注入後は仰臥位で頸部を対側に
45°捻転した姿勢を30分間保持した。2013年6月〜2015年5月の24ヵ月間は4回（days 1, 2, 4, 7；
n=92）、2015年6月〜2017年5月の24ヵ月間は2回（days 1, 2；n=100）、鼓室内注入を行った。4
回群の症例の内訳は男性52例女性40例で、年齢は17〜85歳（平均59.7歳）であった。2回群の症
例の内訳は男性48例女性52例で、年齢は19〜85歳（平均59.5歳）であった。聴力の評価は250 Hz
〜4000 Hzの5周波数平均聴力レベルによって行い、治療開始1週間後の聴力レベルをHL1w、治療
終了後1〜2ヶ月の時期で変動がなくなった時期の聴力レベルを最終聴力レベル（HLfinal）とし
た。評価指標は、厚生労働省の診断基準で判定した治癒率、著効率、有効率、および聴力利
得、聴力改善率、治療後聴力（HLpost）の6項目とした。聴力改善率は次式にて計算した：
聴力改善率＝{HLpre－（HL1wまたはHLpost）}/（HLpre－HLcontra）×100（％）
HLpre；治療前患側聴力レベル
HLcontra；治療前健側聴力レベル
データは平均±標準誤差で示した。比率の差はχ2検定で、平均の差は両側 t検定で解析し、

p＜0.05を有意とした。
【結果】治療開始までの期間は5.6±0.5日／6.8±0.5日（4回群／2回群）、HLpreは78.9±2.0 dB／
75.6±1.9 dB、めまい有は 31.5%／30.0%、HLcontraは 28.0±1.6 dB／24.7±1.2 dB、糖尿病有は
27.2%／33.0%であった。治療開始1週間後の聴力成績は、治癒率が2.2%／4.0%（4回群／2回群）、
著効率が18.5%／29.3%、有効率が52.2%／56.6%、聴力利得が12.4±1.7 dB／17.0±2.0 dB、聴力改
善率が26.4±3.6%／33.4±3.9%、HL1wが66.5±2.8 dB／58.9±2.7 dBであった。最終聴力成績は、
治癒率が17.4%／24.0%、著効率が46.7%／49.0%、有効率が79.3%／79.0%、聴力利得が27.1±2.1
dB／28.1±2.2 dB、聴力改善率が53.0±3.7%／54.1±3.9%、HLfinalが51.8±2.5 dB／47.5±2.4 dBで
あった。いずれについても両群間に有意差は認められなかった。
【結論】突発性難聴に対するステロイド鼓室内注入療法は正円窓を経由して内耳に高濃度のステ
ロイドが移行することを利用した治療法であり、ステロイド不耐性の基礎疾患を有する症例に
対しても安全に適応できるという利点がある。近年その有効性についての報告が相次いでなさ
れているが、その中で、投与回数を増やすことにより有効性が向上するとの報告が散見され
る。しかし今回のわれわれの検討結果では、4回投与と2回投与との間に有効性の差は見られな
かった。患者の肉体的、精神的負担を考慮しても、2回投与のほうが合理的であると考えられ
た。
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Grade4突発性難聴の３者併用療法による
５周波平均聴力レベル100dB前後での治療成績の比較
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【目的】我々は初回治療Grade4突発性難聴で2者併用療法（全身ステロイド療法＋高気圧酸素療
法）より3者併用療法（全身ステロイド療法＋高気圧酸素療法＋鼓室内ステロイド療法）が有意
に治療成績良好であることを報告してきた。3者併用療法を行ってきた初回治療Grade4突発性難
聴の症例数も徐々に増えてきて治療成績も向上してきている。しかし特にGrade4の中でも
100dB≦PTA（PTA:5周波平均純音聴力レベル）で聴力の改善があまりよくない傾向を認めた。
今回は初回治療Grade4突発性難聴に対する3者併用療法によって、90dB≦PTA＜100dBの治療
群と100dB≦PTAの治療群との間に治療成績の差が存在するか、さらには治療成績に特徴があ
るか検討をしたので報告する。
【対象と方法】対象は2010年8月から2016年9月までに3者併用療法を行った初回治療Grade4突発
性難聴:91例（男性47例、女性44例）とした。A群42例（90dB≦PTA＜100dB）（男性23例、女性
19例）（年齢中央値55.0歳：16-79歳）とB群49例（100dB≦PTA）（男性24例、女性25例）（年齢中
央値60.0歳：17-80歳）の2群に分けて治療成績を比較し、さらに治療前後5周波平均聴力レベル
差や周波数別治療前後聴力レベル差も比較検討を加えた。統計はMann-Whitney`s U test、t検定
を用いた。またロジスティック回帰分析を用いて治療成績に影響を与える因子についても検討
を加えた。目的変数を有効1、無効0とし、説明変数を年齢（年）、治療開始までの日数（日）、
治療開始前5周波平均聴力レベル（dB）とした。ただし有効は回復以上、無効は不変とした。有
効率を回復以上の割合（%）とした。統計処理はStatMateVを使用した。
【成績】患者背景は、治療前5周波平均聴力レベルは93.9dB（A群）、104.8dB（B群）であった。
治療開始までの平均日数は4.7日（A群）、4.2日（B群）であった。糖尿病合併率16.7%（A群）、
20.4%（B群）、高血圧合併率は 23.8%（A群）、26.5%（B群）であった。A群では治癒 12例
（28.6%）、著明回復21例（50.0%）、回復7例（16.7%）、不変2例（4.8%）で、B群では治癒1例
（2.0%）、著明回復27例（55.1%）、回復12例（24.5%）、不変9例（18.4%）であり、A群がB群より
も有意に治療成績は良好であった。回復以上の有効率はA群では95.3%、B群では81.6%と良好で
あった。治療前後5周波平均聴力レベル差ではA群では45.4±21.4dB、B群は29.4±17.4dBでA群
がB群より有意に良好であった。治療前後周波数別聴力レベル差は125Hzでは32.6±18.3dB（A
群）、18.4±17.7dB（B群）、250Hzでは45.0±21.7dB（A群）、27.6±21.2dB（B群）、500Hzでは
54.3±24.3dB（A群）、36.6±23.0dB（B群）、1000Hzでは47.1±27.1dB（A群）、31.5±21.7dB（B
群）、2000Hzでは42.0±25.7dB（A群）、25.6±17.4dB（B群）、4000Hzでは38.0±22.6dB（A群）、
25.6±17.8dB（B群）、8000Hzでは25.1±19.0dB（A群）、15.3±15.2dB（B群）でA群がB群より
全周波数で有意に改善がみられた。ロジスティック回帰分析では、A群では有意ではなかったが
発症から治療開始までの日数が治療成績に関与する傾向が認められた。B群では有意に発症から
治療開始までの日数が治療成績に関与する傾向が認められた。またB群では治療開始前の聴力レ
ベルが有意ではないが治療成績に関与する傾向が認められた。
【結論】Grade4ではA群（90dB≦PTA＜100dB）がB群（100dB≦PTA）より有意に治療成績が
良好であった。全周波数でも治療前後聴力レベル差は有意にA群が治療成績良好であった。
Grade4全体で回復以上の有効率は88.5%と良好であった。
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突発性難聴に対するステロイドホルモンと
高圧酸素併用療法の治療効果

細川　誠二 1、杉山　健一 2,3、大久保亜季 2、細川久美子 1、峯田　周幸 1

1浜松医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、2静岡済生会総合病院　耳鼻咽喉科、
3いりえ耳鼻咽喉科

はじめに：突発性難聴はいまだに原因不明であり、その病態も明らかではない。また突発性難
聴の治療において、全身ステロイドホルモンの投与は一般的であるが、治療効果が不十分であ
る症例も少なくない。ステロイドホルモンのほかに、ATP、ビタミンB群、プロスタグランジ
ン製剤,抗凝固・血栓溶解薬,脱線維素原療法、インターフェロン、星状神経節プロック、高圧酸
素療法などを主体とした種々の治療について諸家の報告が多くみられるが、自然治癒例も報告
されており、確立された治療法もなくエビデンスも少ないのが現状である。静岡済生会総合病
院耳鼻咽喉科では、突発性難聴において、全身ステロイド投与による1次治療に併用して、高圧
酸素療法（HBOT）を施行している。併用治療としてのHBOTの治療効果を後方視的に検討し
た。患者と方法　過去5年間に静岡済生会総合病院耳鼻咽喉科において、突発性難聴の診断にて
1次治療を施行した患者を対象とした。（1）全身ステロイド治療と併用してHBOTを施行した161
例をHBOT併用群、（2）1次治療において、全身ステロイドホルモンの投与のみを行い、その後
経過観察をしている160例を対照群とし、両群の治癒率・改善率ならびに予後因子の比較検討を
した。治療前の重症度分類と治療効果判定については、旧厚生省急性高度難聴調査研究班の指
針に従って行った。予後因子については、平均聴力レベル（5周波数）、年齢群、1次治療開始ま
での期間、めまい症状の随伴、糖尿病合併（HbA1c ＞ 6.5%）の有無、喫煙歴、高血圧治療の有
無ついて検討した。
結果：HBOT群の治癒（全治）率は26.1%（161例中42例）、著明回復率は26.1%（161例中42例）、
回復（軽度回復）率は26.1%（161例中42例）であり、対照群の治癒（全治）率は6.3%（160例中
10例）、著明回復率は11.9%（160例中19例）、回復（軽度回復）率は14.4%（160例中23例）であ
った。HBOT併用群の治癒ならびに改善率は、対照群のそれと比較して、統計学的に有意差を
認めた（p＜0.001）。初診時、めまい症状を伴っていた症例については、めまい症状がなかった
場合と比較して、治療成績が不良であった（p＜0.001）。年齢に関しては、若年者において改善
率が良好な傾向にあったが、統計学的有意差は認めなかった。年代別に調べると、60歳代（60
歳から69歳）において、治療成績が有意に不良であった（p=0.048）。その他の予後因子につい
ては、平均聴力レベル（5周波数）、1次治療開始までの期間、糖尿病合併の有無、喫煙歴、高血
圧治療の有無ついて検討したが、統計学的有意差は認めなかった。
考察とまとめ：突発性難聴の治療において、HBOT併用群と対照群間の治療成績に有意差を認
めた。HBOTの治療効果については、いまだ多くの議論がなされており、本施設においても、
あくまでも全身ステロイドホルモンの投与を中心とした薬物療法が主体であるが、適切に
HBOTを施行することによって、良好な聴力改善を得る可能性が示唆された。
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Hyrtl’s fissureからの耳性髄液漏症例

黄田　忠義、鴫原俊太郎、野村　泰之、平井　良治、増田　　毅、木村　優介、
岸野　明洋、原田　英誉、大島　猛史

日本大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科分野

【はじめに】
耳性髄液漏は細菌性髄膜炎の原因として重要であり、放置することにより反復性髄膜炎をき

たすため、すみやかな手術的閉鎖が必要となる。今回われわれは髄膜炎時に鼓室内に浸出液を
認めたため髄液漏による髄膜炎と診断し、手術的加療を行ったが、手術時髄液漏の漏出が強
く、術後再発したため再手術を要したHyrtl’s fissureからの髄液漏症例を経験したので報告す
る。
【症例】

6歳、女児
主訴：頭痛、左耳痛、発熱、嘔吐
現病歴：入院前日に頭痛、左耳痛を認め左急性中耳炎と診断された。さらに発熱、嘔吐を認

め細菌性髄膜炎と診断され加療開始された。当初急性中耳炎が原因と考えられたため、前医で
鼓膜チューブ留置を行ったところ持続的な漿液性耳漏を認め、髄液漏が疑われて当院小児科に
転院した、既往に顔面神経麻痺があり、側頭骨で膝神経節の拡大がみられたため、この部位な
いし、軽症内耳奇形による内耳窓経由の髄液漏と考え髄液漏閉鎖術を行ったが、同部位には髄
液漏出はなかった。さらに検索をすすめたところ下鼓室に髄液の漏出があり、この部位の開放
を行うと髄液の激しい噴出が出現、Hyrtl’s fissureからの髄液漏と診断した。軟部組織と軟骨に
より漏出部位の閉鎖を行い、一時的に漏出は閉鎖したが、術後わずかながら髄液漏の再発がみ
られ、再手術を行った。髄液漏は減少していたため、再度軟部組織と軟骨にて漏出部位を補強
して完全に閉鎖し、手術を終了した。再手術後再発はみられていない。
【考察】
先天奇形に伴う細菌性髄膜炎はMondini奇形が多いとされている。しかしながら顔面神経周囲

また今回経験したHyrtl’s fissureなどそれ以外の部位の可能性があり、手術施行時には十分に注
意して対処する必要があるものと考えられた。
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反復性細菌性髄膜炎から診断に至った内耳奇形に伴う
耳性髄液漏の成人例

山口　智也、吉田　尚生、平塚　康之、北野　正之、草野　純子、山崎　博司
大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頚部外科

【はじめに】内耳奇形に伴う耳性髄液漏の多くは強い前庭・蝸牛障害、繰り返す髄膜炎で幼小児
期に発症するとされる。今回我々は成人の反復性細菌性髄膜炎から診断に至った耳性髄液漏の1
例を経験したのでこれを報告する。
【症例】47歳女性。当院受診前日に右耳痛のため近医耳鼻科で内服加療を受けていた。当院受診
当日に39度の発熱、項部硬直、JCS II-10の意識障害で前医から当院に紹介となった。既往歴と
して6歳時の細菌性髄膜炎と右耳の聾を認めていた。当院到着時JCS II-10、項部硬直に加え腰椎
穿刺で髄液混濁認め、細菌性髄膜炎の診断となった。入院の上、4週間の抗生剤点滴加療後退院
となった。退院後4週間で再度耳痛が起こり、翌日に頭痛で当院受診。項部硬直、髄液混濁認め
細菌性髄膜炎再発の診断で緊急入院となった。髄膜炎発症に先立ち耳痛を認めていたため、当
科紹介となった。当科受診時、右鼓室内に拍動する貯留液を認めた。側頭骨CTではのう胞状の
蝸牛形態を示し、蝸牛軸が欠損しており、Incomplete partition type Iに矛盾しない所見であっ
た。MRIのT2強調画像では内耳道と蝸牛の間の交通が疑われた。耳性髄膜漏と診断し全身麻酔
下の手術加療目的に抗生剤点滴継続のまま当科転科となった。
【治療経過】髄液ドレナージ留置の上、耳後部切開で手術を行った。卵円窓から髄液の漏出とア
ブミ骨の底板の形成不全を認めた。テステープ使用し糖が2+であることを確認した。アブミ骨
除去し卵円窓から前庭内に脂肪組織を充填し脂肪組織の上に骨パテ挿入した。採取した耳介軟
骨を前庭窓にはめ込み底板を形成し、さらに軟骨で表面を覆い、側頭筋膜で全体を被覆した。
術後10日目に髄液検査で細菌数が50個未満であること確認の上退院とした。術後はめまい、髄
膜炎なく経過しており、現在もフォロー中である。
【考察】内耳奇形に伴う耳性髄液漏は反復する髄膜炎の原因の一つであり、幼小児期に指摘され
ることが多いが、成人例は稀である。治療選択肢は手術のみで、本症例では閉鎖材料を筋膜、
脂肪組織、自家軟骨などの軟組織に加え、骨パテを組み合わせて使用した結果、良好な経過を
得られた。
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Gorham-Stout症候群の２例

江原　浩明、矢間　敬章、國本　泰臣、久家　純子、竹内　裕美
鳥取大学　医学部　感覚運動医学講座　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

Gorham-Stout症候群は、中枢神経を除く、骨や胸部・腹部・皮膚・皮下組織などの全身臓器
に、異常拡張したリンパ管組織がびまん性に浸潤する原因不明の希少性難治性疾患である。遺
伝性は認められないが、小児・若年者に多く発症する。骨融解を生じるため、頭頸部領域では
外リンパ瘻などによる難聴やめまいといったQOLに直結する合併症、あるいは髄液漏により髄
膜炎を生ずるなど致命的な合併症を呈する危険性がある。
主要所見として、（a）骨皮質もしくは髄質が局在性散在性に溶解、（b）肺、縦隔、心臓など胸

腔内臓器にびまん性にリンパ管腫様病変やリンパ液貯留、（c）肝臓、脾臓など腹腔内臓器にびま
ん性にリンパ管腫様病変または腹腔内にリンパ液が貯留、の3つがある。このうち1つ以上を満
たし、病理学的検査でリンパ管内皮によって裏打ちされたリンパ管組織を認める、もしくは臨
床的に除外疾患（悪性新生物、先天性骨溶解疾患など）をすべて否定できる場合に診断確定と
なる。治療法としては、病態が全身性・びまん性であるため根治は困難であり、治癒率は極め
て低いとされる。ゆえに局所病変のコントロールのために姑息的な外科的治療が行われている
のが現状である。今回われわれは、骨融解に伴い髄液漏を認めた2症例を経験したので報告す
る。
【症例1】

18歳男性。明らかな外傷歴なし。起立性頭痛を訴え精査加療目的に前医入院となった。頭部
画像精査にて硬膜肥厚、脳下垂、両側硬膜下血腫、また右乳突蜂巣に液体貯留を認め、髄液耳
漏を疑われたため精査加療目的に当科紹介となった。CT検査では右内頸動脈水平部周囲および
右錐体尖に軟部影を認め、脳槽シンチグラフィでも同部位に集積を認めることから髄液漏の存
在が明らかとなった。髄液漏停止のために手術加療を予定していたが、患者から拒否の申し出
があり、髄膜炎などの危険性を説明の上、定期経過観察の方針となった。以後、大学進学に伴
い転居されたため他院紹介となり、当科での経過観察は終了となった。
【症例2】

16歳男性。反復する髄膜炎で前医神経内科にて加療中、髄液耳漏と髄液鼻漏の可能性を指摘
された。精査目的に当院神経内科に紹介受診となり、脳槽シンチグラフィで右乳突蜂巣に集積
をみとめ、髄液耳漏が疑われたため加療目的に当科紹介となった。CT検査では右頸動脈管周囲
から前庭・蝸牛周囲の骨融解、また左側頭骨の頭頂部に溶骨性変化を認めた。髄液漏停止のた
めの瘻孔閉鎖術と診断確定のために溶骨部の骨生検を行った。鼓室内を確認すると内頸動脈周
囲および蝸牛周囲の骨融解を認め、髄液と思われる透明な排液が拍動性に認められた。筋膜や
軟骨片を使用して瘻孔を充填し、髄液漏を止めた。同時に頭頂骨の骨菲薄化部分から骨生検を
行い病理検査へ提出した。病理結果では、骨髄内に大小多数拡張し、内面が単層の内皮様細胞
で裏打ちされた脈管様構造を認め、リンパ管腫の存在が示され、診断確定となった。術後経過
は良好で、現在も定期外来受診中しており、髄液漏の再燃は認められていない。
現在、リンパ管腫とゴーハム病は指定難病であり、リンパ管疾患情報ステーションのホーム

ページ（http://www.lymphagioma.net）にて情報提供や調査の実施が行われている。
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髄膜炎にて発症した特発性髄液耳漏の２例

大河内喜久、佐伯　忠彦
製鉄記念広畑病院　耳鼻咽喉科

（はじめに）髄液耳漏は外傷、腫瘍、手術などにより生じることが多いとされているが、これら
の既往のない特発性髄液耳漏は稀である。今回、我々は髄膜炎にて発症した特発性髄液耳漏の
２例を経験したので報告する。症例１：59歳、女性。2013年4月頭痛、意識障害のため当院救命
センターに搬入された。来院時の意識レベルはJCS-100で項部硬直がみられた。頭部CTで頭蓋
内出血はなく、左側頭葉に気脳症を認めた。腰椎穿刺では髄液中の白血球の増多（好中球優
位）がみられ細菌性髄膜炎の所見であった。左鼓膜所見で拍動性の膿性耳漏がみられ、髄液及
び耳漏の細菌培養検査で共に肺炎球菌が検出された。側頭骨CTでは左鼓室天蓋に骨欠損を認め
た。聴力検査で左耳はスケールアウトであった。以上より髄液耳漏による髄膜炎疑いにて同年7
月経乳突法による髄液漏閉鎖術を施行した。術中所見で明らかな瘻孔を認めなかったが、術前
の聴力が聾であったので鼓室内および乳突腔に腹部より採取した脂肪を充填した。症例2：64
歳、男性。2008年１月左痛、意識障害にて当院救急外来を受診した。鼓膜所見、側頭骨CT、髄
液所見より髄液耳漏に伴う髄膜炎と診断した。保存的治療にて髄膜炎が改善し耳漏も停止した
ため、患者さんの希望により手術治療は行わず外来通院の方針とした。しかし、2017年3月再び
意識障害にて当院救命センターに搬入された。前回と同様に左膿性耳漏がみられ、髄液検査で
白血球の増多（好中球優位）を認め細菌性髄膜炎の所見であった。本症例も耳漏及び髄液細菌
検査で肺炎球菌が検出された。左髄液耳漏に伴う髄膜炎の再発と診断し同年4月経乳突法による
髄液漏閉鎖術を施行した。術中所見でＳ状静脈洞の腹側から髄液の漏出を認めた。同部を側頭
筋膜と骨パテでカバーし、更に乳突腔を腹部より採取した脂肪で充填した。
（考察）特発性髄液耳漏は、内耳奇形に伴う幼少期に発症する小児型と、内耳奇形を伴わない原
因不明の成人型に分類される。成人型特発性髄液耳漏の原因として脳圧亢進やくも膜嚢腫によ
る骨吸収促進により硬膜や骨の欠損が生じると考えられている。手術方法は経乳突法、経中頭
蓋窩法および両者併用があり、瘻孔部位や大きさによりアプローチ法を選択する。また、閉鎖
材料として筋膜、自家骨、脂肪などがあり、これらの併用も用いられる。今回の症例は非常に
重篤な髄膜炎で発症しており、特に症例2は保存的治療にて一旦は治癒するも9年後に再発し
た。従って特発性髄液耳漏に対する根治術として外科的瘻孔閉鎖術が必須と考えられた。
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特発性髄液耳漏の１例

末松　真弓 1、山本　　聡 1、高木　伸夫 1、林戸　　功 2

1京都第一赤十字病院　耳鼻咽喉科、2林戸耳鼻咽喉科医院

【はじめに】液耳漏は頭部外傷・腫瘍・手術後の合併症などが主な原因と考えられているが、こ
れらの既往がない内耳正常の成人型特発性髄液耳漏は極めて稀である。今回我々は成人型特発
性髄液耳漏の１例を経験したので報告する。
【症例】は75歳女性、主訴は右耳漏、既往歴に頚椎症があるが頭部外傷や中耳手術の既往はなか
った。右聴力低下を自覚し前医を受診、右鼓膜混濁があり滲出性中耳炎と診断した。右鼓膜切
開・鼓膜換気チューブ留置術を施行したところ、後から水様性耳漏が出現し、保存的治療では
停止困難であったので当科紹介受診となった。当科初診時、右鼓膜に換気チューブが留置さ
れ、拍動性に大量の漿液性耳漏を認めた。耳漏中の糖濃度が35mg/dl、培養検査でペニシリン
系、セフェム系、キノロン系に耐性のStaphylococcus hemolyticusを認めた。純音聴力検査では
三分法で61.7dBの混合難聴を認めた。側頭骨CTで右乳突蜂巣内に軟部陰影を認め、冠状断では
右中頭蓋窩底骨欠損を認めた。頭部MRIの冠状断で右中頭蓋窩底より突出する脳実質と等信号
の陰影を認めた。以上の結果より髄液耳漏を疑い、髄液耳漏を確認し停止するためには乳突削
開術が必要であると患者に説明し同意を得た。耐性菌による髄膜炎を懸念し手術2日前から
VCM点滴を開始して、手術当日のVCMトラフ値は13.2μg/mlの状態であった。全身麻酔下に耳
後部皮膚を切開し乳突削開術を施行した。中頭蓋窩底に5mm四方の骨欠損を認め髄液の漏出を
認めた。瘻孔部周囲の骨皮質をレリーフ状に削除し、突出する軟部組織を生検した。骨欠損部
に側頭筋膜と耳介軟骨をそれぞれ挿入、フィブリングルーで固定、留置し、さらに外側を耳介
軟骨で被覆しフィブリングルーで固定した。術後は頭痛や悪心は軽度で翌日にはふらつきなく
歩行が可能になった。１週間目に耳内タンポンを抜去したが耳漏は停止していた。退院後2ヶ月
目に側頭骨CT検査を施行したところ、鼓室や乳突腔に含気を認め、聴力は48dBに回復した。
【文献的考察】暁らは髄液耳漏の診断は困難で臨床症状や鼓膜所見などから滲出性中耳炎と誤ら
れやすく、鼓膜切開や中耳換気チューブ留置術を受けた際、しばしば拍動する大量の水様性耳
漏が出現して疑われる契機となることが多いため、そのような所見を確認したら的確に診断し
て時期を逸さず治療を行うべきであると指摘している。山本らは診断にはCT、造影MRI（共に
特に冠状断を含む画像）など複数の画像検査やテステープは非常に有用であると指摘してい
る。本症例でも中耳換気チューブ留置術後に拍動性に大量の漿液性耳漏を認めており、髄液耳
漏を疑い耳漏中の糖濃度、CT、MRI検査から診断に至ることができた。髄液漏出の好発部位は
中頭蓋窩、鼓室天蓋であるといわれ稀に後頭蓋窩のこともある。本邦で報告された成人型特発
性髄液耳漏の瘻孔部の内訳は中頭蓋窩が14例中5例、鼓室天蓋が3例、後頭蓋窩が2例、乳突洞後
方が3例、正円窩1例であった。本症例では中頭蓋窩に発症しており、好発部位であった。治療
については基本的には外科的治療が必要である。経乳突法と経中頭蓋窩法と両者を併用する方
法があげられる。骨・硬膜欠損部の大きさや数、また脳・硬膜の処理の必要性の有無で術式を
選択する。本症例は欠損部が1箇所であり、サイズも小さいことが予想されたことから経乳突法
で行い良好な結果を得た。
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開頭術後に難治性耳漏を来たした１例

福井　英人 1、馬場　　奨 1,2、井原　　遥 1、小西　将矢 3、岩井　　大 3

1関西医科大学　総合医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2川村耳鼻咽喉科クリニック、
3関西医科大学付属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】頭部外傷後の耳漏では主に側頭骨骨折による脳脊髄液漏および側頭骨内髄膜脳瘤が
鑑別に挙がる。しかし、今回、我々は頭部外傷後の開頭術後に耳漏が発症し、外耳道内に肉芽
および多量のデブリ形成を認めた症例を経験し、手術加療を行なったので報告する。
【症例】73歳、女性現病歴：20xx年5月に転倒後、開頭手術を施行し、その2ヶ月後から左耳漏、
耳痛が出現したため、精査加療目的のため紹介となった。初診時所見：左外耳道内は肉芽およ
び耳垢で充満しており膿性耳漏を認めた。側頭骨CT：左上鼓室後方から天蓋にかけて骨欠損を
認め、頭蓋内へ軟部陰影が連続していた。（図1, 2）以上から、医原性真珠腫を疑い、手術加療を
予定した。
【手術所見】耳後切開にて後壁削除型乳突削開でアプローチしたところ、デブリとは明らかに異
なった粘土のような黄色物質を多量に認め、可及的に除去を行なった。最深部においては乳突
蜂巣と頭蓋底の境界のCTで骨欠損を認めた部位にはしっかりとした粘膜が形成されていた。黄
色物質が感染源と考え、十分に除去を行ない、骨欠損部の粘膜上には薄切軟骨を留置し、最後
に側頭筋膜による皮弁で覆い、最終的にopen法によるW.O.型の鼓室形成術を行ない、手術を終
了した。
【病理所見】術中に除去した黄色物質：全体的に変性或いは断片化の強い組織で、炎症性肉芽組
織、石灰化組織、また一部では組織球を認める。上皮や角化成分は殆ど確認できない。　骨蝋
単独：通常の包埋の過程において全て溶解したため、標本作成は不可能であった。
【考察】脳外科的アプローチによる頭蓋底手術において、鼻腔および乳突蜂巣への開放が認めら
れた場合、スポンゼル、自家筋肉、骨蝋、オキシセル、ジェルフォームを洞内に詰めることが
通常とされている。実際に診療情報提供により得られて手術所見では、開頭手術中に乳突蜂巣
が開放したため骨蝋を充填したとの記載があったため、乳突蜂巣内に充填された骨蝋への感染
が外耳道にまで及ぶ強い炎症を起こしたと考えられた。これまでの報告においても前頭洞へ充
填した骨蝋が原因で膿瘤を形成した例などもあり、骨蝋の使用には細心の注意が必要である。
【まとめ】
・開頭術後に難治性の外耳道肉芽および耳漏を来たした１例を経験した。
・手術所見から以前の開頭術中に使用した骨蝋が感染源と予想された。
・骨蝋は止血や瘻孔を閉鎖するのに非常に有効であるが、感染源となる可能性も考慮しなけれ
ばならない。
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両側弛緩部型真珠腫性中耳炎を合併したターナー症候群の１例

川島　貴之、日尾　祥子
八尾市立病院

【はじめに】ターナー症候群は、女性におけるX染色体のうち1本の完全欠損や部分欠失、または
それらと正常染色体とのモザイクにより発症する症候群である。特徴として低身長や卵巣機能
不全に伴う第二次性徴の欠如、翼状頸や外反肘、毛髪線の低位などの症状が現れることが知ら
れている。多くは胎児の段階で自然流産となるが、発症率は2000〜3000人に1人とされており、
決してまれな疾患ではない。合併症として心奇形や腎奇形、糖尿病、骨粗しょう症のほかに、
幼少期からの中耳炎の反復や感音難聴なども呈することがあるので、耳鼻咽喉科医も注意が必
要である。文献的には聴覚障害は感音難聴が14％、伝音難聴が36％、混合性難聴が23％に認め
られるともいわれており 1）、40歳頃から補聴器を必要とする例も報告されている。それにもかか
わらず、ターナー症候群と聴覚障害についての報告は少ない。今回我々は両側弛緩部型真珠腫
性中耳炎を合併したターナー症候群の1例を経験したので、その治療経過を報告するとともに若
干の文献的考察を行った。
【症例】18歳女性。首のすわりが遅く、生後5か月の時点で染色体検査を行ったところ45,Xとの
結果でターナー症候群と診断を受けた。幼少期より両側滲出性中耳炎を繰り返すため近医耳鼻
咽喉科で定期的な followを受けていたが、20XX年10月に右側鼓膜弛緩部のdebris貯留と鼓膜後
上部の膨隆を認め、弛緩部型真珠腫を疑われ当科紹介となった。初診時より右側同様、左側も
弛緩部の陥凹と少量のdebris貯留を認めた。Audiogramでは右側は56.7dB、左側は36.7dB（3分
法）の混合性難聴を呈していた。耳管機能検査（音響法）では両側とも耳管狭窄型であった。
また中内耳CT検査では両側とも乳突蜂巣の発育は極めて不良で、右側では上鼓室の耳小骨外側
から鼓室後上部にかけて軟部陰影を認め、きぬた骨長脚の欠損が疑われた。左側では上鼓室の
一部から乳突洞にかけて軟部陰影を認めた。これらの所見より両側弛緩部型真珠腫ステージ2と
診断した。20XX年12月に右側鼓室形成術を施行。TCAにて真珠腫および長脚の欠損したきぬた
骨を摘出し、段階手術とした。その後右側の2次手術を予定していたが左側の真珠腫が増悪し炎
症耳となったため、20XX+1年6月に左側鼓室形成術を先行させた。右耳同様TCAにて真珠腫お
よびきぬた骨を摘出し段階手術とした。20XX＋１年9月に右側の2次手術を、20XX＋2年2月に
左側の2次手術をそれぞれ行い、3iの伝音再建とscutumplastyを施行した。いずれも真珠腫遺残
を認めなかった。現在のところ真珠腫再形成も認めていない。術後聴力は右側51.7dB、左側
45.0dBの混合性難聴を示し、左側は気骨導差15dB以内であるが骨導閾値の上昇により術前より
気導閾値は軽度悪化していた。右耳は2次手術の際にアブミ骨の可動性が不良であったことが影
響し気骨導差は15dB以上であった。
【考察】ターナー症候群では中耳炎とは独立して感音難聴が進行することが知られているが、左
側はそのために聴力改善が得られなかった可能性がある。また、右側のアブミ骨の可動性の悪
化はターナー症候群特有の骨病変に関連している可能性も否定はできない。X染色体上には
SHOX遺伝子と呼ばれる骨の成長発育に関連する遺伝子が存在し、この遺伝子の欠損により頭蓋
底や乳突蜂巣の発育不全などが生じるとの報告もあるが、それとの関連性についても興味深い
ところである。
1）Sculerati N，Oddoux C，Clayton C M，et aL：Hearing loss in Turner syndrome．Laryn-

goscope，106：992－997，1996．
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内耳道・小脳橋角部の肉芽腫形成をきたした弛緩部型真珠腫の一例

多田　剛志、山本　　裕、高橋　昌寛、三瓶紗弥加、小泉　博美、森野常太郎、
茂木　雅臣、三浦　正寛、小森　　学、山本　和央、櫻井　結華、小島　博己

東京慈恵会医科大学付属病院　耳鼻咽喉科

症例は42歳男性、約6年前近医で鼓膜穿孔及び難聴を指摘されたが、特に治療を受けずに経過
していた。1年前からめまい、頭痛が出現したため、近医耳鼻科を受診、局所所見より右真珠腫
性中耳炎を指摘され、病院での精査、加療を勧められた。しかし、経済的な事情で耳漏増悪時
の同院への通院と自己中断を繰り返していた。

2か月前より右耳漏と難聴の増悪、強い頭痛に加え顔面神経麻痺が出現したため、当院に紹介
となった。当院初診時は意識清明で発熱はないが、強い頭痛の訴えがあった。局所所見では、
右外耳道に肉芽病変と耳漏の流出を認めた。清掃を行うと鼓膜弛緩部の陥凹とdebrisの排出を認
めた。左耳は鼓膜緊張部が一部癒着を伴って高度陥凹していたが、乾燥していた。純音聴力検
査では右聾、左は3分法平均22.5dBであった。注視眼振、非注視頭囲眼振はなかった。柳原法に
よる右表情筋スコアは0点の完全麻痺、髄膜刺激兆候は陰性であった。
側頭骨CTでは中鼓室、上鼓室、乳突腔軟部に軟部組織陰影が充満していた。耳小骨、外側半

規管、上半期管前脚の骨破壊像がみられたが、内耳道の骨形態は保たれていた。
頭部MRIでは、右鼓室から乳突腔にT1 等信号、T2高信号の病変を認め、non DPI法による拡
散強調画像では同部位に一致した高信号領域がみられた。右前庭、内耳道底部から小脳橋角部
にはT1 等信号、T2 等信号で、造影剤による増強効果を示す病変がみられた。また同病変によ
り橋から中小脳脚は圧排され、接する脳実質に二次性変化（T1 等信号、T2 等信号、FRAIR高
信号）を認めた。右錐体骨後面にはT2高信号の硬膜肥厚所見を認めた。
以上から、弛緩部型真珠腫の高度進展例、もしくはそれに別な小脳橋角部疾患を合併した症

例と考え手術を予定した。手術までの期間は抗菌薬の内服、局所投与を行った。術直前の側頭
骨MRIでは小脳橋角部病変や周囲脳実質、右錐体骨後面の髄膜肥厚、増強効果は前回と比較し
て減弱を認めていた。
全身麻酔下、耳後部切開で手術を施行した。発育の悪い乳突腔を削開すると鼓膜弛緩部と連

続性がある真珠腫が充満し、中鼓室へも進展していた。真珠腫を除去すると外側半規管に大き
な骨欠損があり、真珠腫周囲の肉芽が充満していた。迷路を削開すると、後半規管、上半規管
は骨化のため内腔が確認できなかった。外側半規管の肉芽は連続的に前庭内に充満していた。
これらを清掃しながら内耳道外側壁の硬膜を露出した。触診上、内耳道内は緊満した様子はな
かったため、硬膜切開による内耳道の開放は施行せず清掃を終了した。鼓室腔を清掃後、外耳
道皮膚を結紮し手術を終了した。術後診断は弛緩部型真珠（stage4 PTAM FP/LF/LD/PB）と
なった。
病理組織所見では、鼓室、乳突腔の病変は層状の過角化を伴う上皮成分がみられ真珠腫に矛

盾しない所見であった。一方、外側半規管内、前庭内の病変には上皮成分はみられず炎症細胞
浸潤が高度な炎症性肉芽との所見が得られた。
術後直後より、頭痛、耳漏は軽快した。また顔面神経麻痺は緩徐に改善し、術後6か月後の時

点で柳原法12点まで回復がみられた。
真珠腫本体が骨破壊を伴いながら錐体部や内耳道、頭蓋内に進展し、高度難聴や顔面神経麻

痺を呈する症例は稀ではあるが経験される。しかし本症例では骨破壊は中耳腔、外側半規管ま
でに留まっていた。真珠腫は中耳腔に留まるも、外側半規管の破壊をきっかけに生じた炎症が
前庭、内耳道に波及し、２次的に小脳橋角部に肉芽腫を形成した極めて稀な症例と考えられ
た。発症からの臨床経過が比較的長かったこともこの病態を裏付けるものと思われた。
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拍動性耳鳴に対して手術加療を行った内頸動脈走行異常の１例

三橋　亮太、三橋　拓之、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】内頸動脈鼓室内走行異常の発生率は、全人口の約1％と比較的まれな疾患である。
多くの例では無症状であるが、一側性の難聴および拍動性耳鳴を呈する場合がある。耳科手術
や鼓膜切開により致死的出血をきたす可能性があるとされ、外科的処置に際しては注意が必要
とされる。今回我々は、拍動性耳鳴を呈する内頚動脈走行異常の1例に対して手術加療を行った
1例を経験した。
【症例】19歳女性。中耳炎や鼓膜切開の既往は認めなかった。数年前より拍動性耳鳴を自覚して
いたが、日常生活に困らないため放置していた。1年前より症状が増悪し、難聴も出現したため
受診した。初診時の鼓膜所見では鼓膜前下象限に淡紅色の拍動性腫瘤を認めた。標準純音聴力
検査では4分法で右27.5dB左16.3dBの右伝音難聴を認めた。側頭骨単純CTでは頸動脈垂直部の欠
損、下鼓室小管の拡大、下鼓室を通る動脈の走行異常、頸動脈管壁が欠損し、頸動脈水平部に
移行する所見を呈しており内頸動脈の鼓室内走行異常と診断した。内頸動脈はツチ骨柄先端と
接しており、拍動性耳鳴の原因と考えられた。耳鳴の改善の希望があり、症状も増悪傾向にあ
るため手術を行うこととした。手術は全身麻酔下に耳後切開アプローチで行った。内頚動脈に
癒着した鼓膜を慎重に剥離し、キヌタ・アブミ関節を切断した。ツチ骨柄先端は内頸動脈に強
固に癒着していたため、短突起の尾側で切断した。内頸動脈周囲を薄切軟骨片で被覆し、鼓膜
を意図的に浅在化し薄切軟骨で形成した。コルメラはツチ骨頸部より頭側を用いて意図的に長
いものを作成し、IIIc型の伝音再建を行った。出血量は5ｍlと微量であった。術後より拍動性耳
鳴はほぼ消失し、低音域の気骨導差は著明に改善した。鼓膜に接する拍動性腫瘤は確認でき
ず、手術から6か月が経過しているが症状の再燃は認めていない。
【考察】内頸動脈走行異常の診断には側頭骨単純CT検査が非常に有用とされCT所見の特徴とし
てLoらおよび星野らは１）頸動脈垂直部の欠損２）下鼓室小管の拡大３）下鼓室を通る動脈の
走行異常４）頸動脈管壁が欠損し、頸動脈水平部に移行すると報告しており、血管造影は必要
ではないと述べている。本症例も同様の所見を示し、術前の確定診断が得られたため血管造影
は不要であった。本疾患の発生学的仮説としてLasjaunias P. によって、Segmental identity and
vulnerability incerebral arteriesの概念が提唱されている。これは、内頸動脈の発生を血管分枝
の分岐点を境にした分節の連続としてとらえる考え方である。分節に欠損や形成異常が生じた
場合に遺残原始血管が側副路として機能し、異常の生じた分節に血管の低形成、屈曲、蛇行が
生じると説明され、本症例ではAscending intrapetrous segmentの欠損により、下鼓室小管動脈
と頸鼓小管動脈の間に側副路を形成したものと考えられた。内頸動脈走行異常に対する手術適
応に関して、Brittonは致死的出血の可能性から禁忌であると述べているが、児玉らは術前に診
断がつけば、必ずしも危険ではないと述べている。耳鳴や難聴の軽減のための手術法としては
内頸動脈を筋膜や骨パテ、軟骨板で覆う方法や内頸動脈と接するツチ骨柄の切除、鼓膜の意図
的浅在化などが報告されている。本症例では意図的な鼓膜の浅在化と内頸動脈の軟骨板での被
覆により、拍動性耳鳴は消失し、伝音性難聴も改善した。

Otol Jpn 27 (4) :453 , 2017

O-119



耳小骨連鎖再建時のコルメラの不安定さに手術台の
角度調整が有用であった症例

小森　正博 1、小林　泰輔 1、兵頭　政光 1、柳原　尚明 2

1高知大学　医学部　耳鼻咽喉科、2鷹の子病院耳鼻咽喉科

【はじめに】耳小骨連鎖再建時に、アブミ骨あるいはアブミ骨底板上に立てるコルメラが安定し
ないことが稀にある。下鼓室開放部からのアプローチが困難であった本症例において、耳内視
鏡下に耳小骨連鎖の再建を行った。その際、偶然にも手術台の角度を調整することによりコル
メラが安定したという経験をした。今回、手術台の角度を調整する前後のコルメラの動きを供
覧し、手術台の角度調整の有用性について報告する。
【症例】35歳の女性で右真珠腫性中耳炎、弛緩部型、stageII AMの症例である。1週間前からの
耳漏、耳痛、頭痛を主訴に当科を受診された。耳漏からの検出菌はMRSAであった。気骨導差
はほとんど認められず、外来にて3か月、鼓室処置を繰り返し炎症は制御された。38歳頃から急
性増悪を時々反復するようになり手術が勧められたが、妊娠が明らかになった。40歳時に段階
的鼓室形成術1回目、その1年後に2回目が行われた。
第2段階手術時に髄膜脳瘤が認められ、耳小骨連鎖の再建は経下鼓室開放部からではなく経外

耳道から内視鏡を用いて行った。当初、下鼓室開放部からアブミ骨上部構造が観察できる角度
にて、耳介軟骨から作成したコルメラをアブミ骨骨頭に立てようとした。骨頭の傍にコルメラ
を置き、コルメラを起こすときにずれが生じないようフィブリン糊にてコルメラとアブミ骨骨
頭を接着した。ローゼン探針を用いてコルメラを起こそうとするとコルメラは頭側へ傾いた。
その後、コルメラを起こすことはできたが、直ちに術者から見て前方へ倒れた。故に、手術台
の角度について、頭側をやや上げ、患者さんの右方向へ回転させた。先程と同様の手順でロー
ゼン探針を用いてコルメラを起こした。今度はやや尾側に傾いたが、アブミ骨骨頭にコルメラ
を立てることができた。長さを微調整してアブミ骨骨頭に立て直し、薄切軟骨にて上鼓室骨欠
損部を補強して IIIc型とした。

4分法による右耳純音聴力は、初診時15dB、手術を勧めた時25dB、第1段階手術直前33.8dB、
第2段階手術直前50dB、術後1年後25dBであった。
【考察】顕微鏡下の耳小骨連鎖再建時には、再建部が明視できることに主眼を置いて手術台の角
度を調整してきた。本症例のようにコルメラが不安定な例では、手術台の角度を調整すること
によりコルメラが安定する可能性が示唆された。さらに、顕微鏡下の観察ができなくなる場合
には、耳内視鏡を用いることで再建術は可能になると考えられた。
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後天性ツチ骨前骨性固着の１症例

足立　直子、柴田　敏章
JCHO神戸中央病院

以前からツチ骨頭の固着は知られていたが、アブミ骨手術の発展により再び観察されるよう
になりGuilford1）が1961年に初めてツチ骨頭の骨性固着例について報告した。Katzkeら 2）は168
例のツチ骨固着について報告しており、そのうち51例は正常鼓膜、耳管機能良好で他に病理学
的および臨床的に疾患が確定されない症例で、これらを特発性ツチ骨頭着と定義した。これら
特発性ツチ骨頭固着は全例が進行性の難聴であり、69%が成人になってからの発症であったと報
告している。本邦では後天性のツチ骨前固着は報告が少なく、我々は後天性ツチ骨前骨性固着
の1症例を経験したので報告する。41歳、男性、半年前からの進行性の難聴を自覚し受診され
た。聴力検査は右46.7dB、左18.3dBの右伝音難聴を認めた。ティンパノメトリーは両側A型、
SRは右陰性であった。CTでは耳小骨に異常を認めなかった。耳硬化症を疑い、内視鏡下試験的
鼓室開放術を施行したが、アブミ骨・キヌタ骨の可動性は良好であり、ツチ骨が不動であるこ
とを確認した。鼓室内に炎症性病変等は認めなかった。上鼓室開放にて、ツチ骨頭の上鼓室前
壁との骨性固着を認めた。骨梁を確認し、CO2レーザーにて蒸散切離し削除した。聴力は術後
15dBまで改善したが、鼓索神経麻痺症状を訴えた。
後天性ツチ骨頭骨性固着の原因については、不顕性な局所の炎症、上鼓室の発育不良等が想

定されているが明らかな病因は不明である。Armstrongら 3）は耳小骨連鎖再建より、耳小骨連
鎖を保存したほうが術後聴力がよいと報告しており、レーザーを使用することで耳小骨連鎖を
温存し、内耳保護をすることで良好な聴力改善を得たが、レーザー使用による鼓索神経麻痺の
可能性も考慮する必要がある。
1）Guilford F.R.（1961）Personal experiences with the Shea oval window-vein graft technique.

Laryngoscope 71, 484-503.
2）Katzke D and Plester D（1981）Idiopathic malleus head fixation as a cause of a combined

conductive and sensorineural hearing loss. Clin Otolaryngol 6, 39-44.
3）Armstrong B.W.（1976）Epitympanic malleus fixation:correction without disrupting the os-

sicular chain. Laryngoscope 86, 1203-1208.
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キヌタ・ツチ関節の嚢胞状変化を認めた伝音難聴例

和田　　翠、太田　　康、鈴木　光也
東邦大学　耳鼻咽喉科学講座（佐倉）

【はじめに】これまで耳小骨関節の加齢性変化や関節リウマチなど全身性疾患の罹患病巣として
耳小骨関節の変性とそれに伴う伝音難聴の報告がなされているが、渉猟した限り耳小骨関節の
嚢胞状変化にともなう伝音難聴の報告はない。今回頭部外傷や全身性基礎疾患のない73歳女性
においてキヌタ・ツチ関節の嚢胞状変化とキヌタ・アブミ関節の亜脱臼にともなう伝音難聴を
呈した1例を経験したので報告する。
【症例】73歳女性。X年Y月めまい精査目的に当科初診。初診時両側鼓膜は正常所見で、純音聴
力検査にて最大45dbの気骨導差を認める右71.3dbの混合性難聴が指摘された。側頭骨CTでは右
キヌタ・ツチ関節の嚢胞状変化を認めた。
初診後4か月後に手術を施行。全身麻酔下に耳後部切開、外耳道皮膚と鼓膜を翻転後、上鼓室

開放を行い観察したところ、キヌタ・ツチ関節は軟部組織で置換されて離断し、キヌタ・アブ
ミ関節は過伸展し亜脱臼が認められた。キヌタ・アブミ関節を切断し、軟部組織をツチ骨頭か
ら剥離しキヌタ骨側につけてキヌタ骨とともに一塊に摘出した。病理組織学的には、キヌタ・
ツチ関節の軟部組織は滑膜様構造の線維性組織で構成されており、炎症細胞浸潤と線維芽細
胞・線維の増生を伴っていた。さらに微小骨片の混在もみられ、いわゆる変形性関節症に相当
する所見を呈していた。アブミ骨の可動性は良好であり鼓室形成術 IIIi-Mで伝音再建し、低中音
域の気骨導差は解消された。
【考察とまとめ】今回キヌタ・ツチ関節の嚢胞状変化をみとめた伝音難聴の1例を報告した。
Etholmは加齢にともない関節軟骨の変性、萎縮、関節間隙の狭小化、関節面の癒着などの変性
が生じること報告した。耳小骨関節は滑膜関節であることから関節リウマチでは耳小骨関節が
障害され、伝音難聴を呈することが知られている。その他には、痛風や骨Paget病、血管炎、
SAPHO症候群（synovitis- acne- pustulosis- hyperostosis- osteomyelitis syndrome）など耳小
骨、耳小骨関節の変性と難聴を呈する全身性疾患が報告されている。本症例では上記のような
基礎疾患や頭部外傷歴がなく、術前側頭骨CT検査ではコレステリン肉芽腫、滑膜軟骨腫などの
中耳腫瘍の鑑別が困難であった。術中にキヌタ・ツチ関節の嚢胞状変化が確認され、いわゆる
変形性関節症に相当する病理組織学的変化を認めた。
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第２日目　11月 24日（金）

一　般　演　題

口　演

第３会場　第22群〜第24群（演題番号O-123〜O-142）
第４会場　第25群〜第27群（演題番号O-143〜O-161）
第５会場　第28群〜第30群（演題番号O-162〜O-179）
第６会場　第31群〜第33群（演題番号O-180〜O-197）
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O-123 無床診療所における内視鏡下耳科手術の現況

森口　　誠
森口耳鼻咽喉科

【はじめに】当院では元々外来診療だけであったが、2014.7より患者の要望により日帰り耳科手
術を始めた。顕微鏡手術（MES）を中心に耳後切開で行っていたが、切開部位のケアを要する
ことや病床を持たないことからさらに侵襲を少なくするために耳内手術に切り替えていった。
graftの採取部位も耳後部から耳珠軟骨および軟骨膜に変更し耳内で完結するようにした。それ
でも顕微鏡下に耳内で行うと片手操作になり視野確保のために外耳道後壁を削除することも必
要であるため、少しでも侵襲を減らすため本年より内視鏡を導入し、すべての耳科手術をほぼ
内視鏡下（TEES）に行うようになった。通常は外耳道に最小限の局所麻酔薬を局注し、内視鏡
下に鼓膜穿孔縁を新鮮化する。次にTMフラップを挙上し鼓室内操作に入る。この時に局所麻酔
の注入量が多いと外耳道切開が行いにくくなる。特に弛緩部側ではもともと皮下組織が後壁側
より厚くついているため骨膜まで一気に切開できないことがある。キヌタ骨処理のための外耳
道削除は最小限としても内視鏡にて I-S jointやアブミ骨周囲を確認することができる利点があ
る。耳珠より採取した軟骨膜付き軟骨をツチ骨柄及び鼓膜穿孔に対してオーバーアンダーに敷
いて鼓膜形成を行う。コルメラには摘出したキヌタ骨または先に採取した耳珠軟骨を使用す
る。
【方法】この術式の中でまず慢性中耳炎 I型の手術時間について耳後切開のMES、MES耳内法、
TEESで比較検討した。同様に局麻量についてそれぞれの方法で調べた。
【結果】耳後切開によるMES I型平均97分（6例）、耳内法によるMES I型62分（4例）、TEES I
型70分（8例）であった。耳後切開で行ったMES I型に比べ明らかに耳内法およびTEES I型の方
が手術時間が短かった。若干MES耳内法 I型の方が短かったが、手術手技への慣れの問題であ
りやがて差はなくなると考えられた。次に局所麻酔薬の使用量について検討した。　耳後切開
で行う局所麻酔下の鼓室形成術であれば1％キシロカインEを用いて約8〜10ml必要としたが、切
開部位の麻酔が必要ないため耳内法ではMESでもTEESでも約4mlの麻酔で十分な除痛が得られ
た。しかしながらこの量では先にも述べた外耳道上方の皮下の厚みを増すため外耳道切開の時
に困難なことがあり、内視鏡下に注入を行い3mlまで減量しても除痛に特に問題はなかった。最
適量は内視鏡下に外耳道が白変しなおかつ膨隆しない程度の量である。最小量は2.5mlであっ
た。前投薬は手術直前に筋注するヒドロキシジン塩酸塩50mgのみである。以上の薬剤だけで鎮
静が得られない場合はジアゼパム5〜10mgを使用することもある。耳前部には局麻薬を極力注
入しないため鼓膜の前方は鼓膜麻酔液を浸潤させる。鼓室内は4％キシロカインを浸潤麻酔させ
ることもあった。このように極力麻酔量を減らすことで、耳後切開で行っていたときにあった
術後の嘔気嘔吐は見られなくなった。また術後のめまいも少なくなった。
【まとめ】手術時間の短さ、術後の患者管理の面からも日帰り耳科手術では今後局麻下TEESが
第一選択となりうると考えられた。



内視鏡下耳科手術における洗浄吸引システムの考案（第２報）

藤田　豪紀、高林　宏輔、長峯　正泰
旭川赤十字病院　耳鼻咽喉科

【始めに】
慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎症例に対してTEES（経外耳道的内視鏡下耳科手術）を試行する

際に、経外耳道的にatticotomyやretrograde mstoidectomy on demandが必要となる症例が多
い。その際、われわれはVISAO High-Speed DrillにCurved Diamond Burを装着して骨削開を行
っている。

Curved Diamond Burは１）先端部分のみが回転し、外耳道皮膚を巻き込むリスクが少ない。
２）シャフトが湾曲しているため、上方、後方の骨削開を行う際に有利である。という利点が
ある一方、
１）洗浄システムが装着できないため、助手が水を供給する必要がある。２）吸引の機能が

ないため視野の確保が困難である。という欠点がある。
【前回報告後の経過】
我々は2015年耳科学会においてHouse Suction-Irrigaterを利用した洗浄吸引システムについて

報告した。しかし、旧システムの問題点は、
１）吸引洗浄管を顎間固定ゴムで固定していたため着脱が困難である。
２）洗浄水のコントロールに三方活栓の開閉が必要で、自在に水を供給することが困難であ

る。
それらの問題点を改善すべく、藤田医科（株）に依頼し、着脱の容易な「シリコン製洗浄吸引

管」を作成した。加えて、洗浄水が流れる輸液チューブを自在に開閉する目的の「足踏み式チ
ューブ開閉器」を作成した。
今回の新しい洗浄管では、
１）吸引洗浄管の着脱は容易。しかし、素材が柔らかいため、装着したままで外耳道の剥離

操作が可能であり、あまり着脱の必要がなかった。
２）内視鏡が血液付着等で視野不良になった際に内視鏡の洗浄用としても有効であった。
３）出血のある外耳道剥離操作を洗浄水の還流下に施行することが可能であった。
４）足踏み式チューブ開閉器により、洗浄水のコントロールは容易であった。

【今回報告の新システム】
使用機材
１）クランク型2.7mm内視鏡
２）洗浄水バッグ加圧システム（ヘイワPC400）
３）シリコン製洗浄吸引管（藤田医科）
４）足踏み式チューブ開閉器
使用状況について、動画で供覧したい。
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耳科手術に対するVITOM 3D systemの使用経験

古川　孝俊 1、伊藤　　吏 1、二井　一則 2、阿部　靖弘 1、窪田　俊憲 1、鈴木　祐輔 1、
新川智佳子 1、浅野　敬史 1、欠畑　誠治 1

1山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座、2山形市立病院済生館

【はじめに】双眼視の手術用顕微鏡は、複雑な構造を呈する中耳腔を立体的に捉えられることか
ら、耳科手術に必要不可欠な機器として定着している。しかしながら、顕微鏡はその光学的特
性により視野が対物レンズの直線下に限定されるため、観察したい部位の手前に構造物がある
場合、その先は死角となってしまう。これに対し内視鏡の視野は広角で、かつ対象物に接近し
て拡大視することも可能であり、顕微鏡の死角も内視鏡を用いることで観察できる。我々は顕
微鏡下手術の短所を補うため、ほとんどすべての操作を内視鏡下に行う経外耳道的内視鏡下耳
科手術（Transcanal Endoscopic Ear Surgery: TEES）を積極的に行ってきた。この様な現状の
元、この度STORZ社から、CCDカメラを2つ組み合わせることで、内視鏡と同じ小型のツール
でありながら顕微鏡と同じ立体視ができる、VITOM 3D systemが開発された。元々は脳神経外
科向けに開発されたものであるが、耳科手術において顕微鏡の代わりとして利用できる可能性
がある。しかし実際に耳科手術にこのシステムを応用した報告がないため、今回耳科手術での
使用経験を踏まえて、VITOM 3D systemの有用性について検討を行った。
【方法】中耳奇形・外耳道閉鎖症の症例に対して顕微鏡とVITOM 3D systemを使用し、視認
性・操作性の比較を行い、それぞれのメリット・デメリットを検討した。
【結果】顕微鏡下手術とVITOM 3D systemの手術風景をそれぞれ図1、2に示す。VITOM 3D
systemの利点は、接眼レンズをのぞきこむ必要がない、視野を取る際の患者の体位変換が少な
くて済む、機器が小さく動かしやすい、助手の水かけが容易である、スタッフ皆が同じ画像を
共有できる点が挙げられる。また、顕微鏡下手術とVITOM 3D systemの画像をそれぞれ図3、4
に示す。VITOMの画像も顕微鏡に劣らない立体視が可能であった。しかし、ズーム・フォーカ
スを合わせるのに術者作業範囲の直近に固定された IMAGE1 PILOTを介して行う必要があり、
操作に手間がかかる点が欠点であった。
【考察】VITOM 3D systemは耳後部切開による耳科手術において、顕微鏡下手術と同様の手術
操作が可能でかつ、接眼レンズをのぞきこむことなく自然な体位で様々な方向からの視野を得
ることができる。そのため、術者や患者の負担を軽減することが可能であった。内視鏡にカメ
ラを取り付けることによって内視鏡手術が飛躍的に発展したことと同様の、手術の革新の可能
性を秘めたツールであると考えられた。
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VITOM® 3D システムを併用したTEES

蓑田　涼生、三輪　　徹
地域医療機能推進機構　熊本総合病院

経外耳道的内視鏡下耳科手術（Transcanal Endoscopic Ear Surgery：TEES）は、耳科疾患
に対する手術アプローチ法の一つとして世界的にも確立したものとなりつつある。中耳真珠腫
症例に対するTEESにおいては、病変が鼓室内に限局している場合にはTEESのみで手術が行わ
れる。これに対して、病変が乳突腔もしくは一部乳突蜂巣に進展している場合には、技術的に
はTEES単独でも手術を完結することは可能であるが、正常外耳道骨の削除を最小限にするため
に、耳後部切開後、顕微鏡下にmastoidectomyを行い、その後硬性内視鏡もしくは顕微鏡下に乳
突洞、乳突蜂巣の病変を摘出し、それより前方の病変はTEESで摘出を行っている。後者のよう
な手術における顕微鏡下の手術操作の時間は内視鏡下の手術操作の時間に比べて非常に短いも
のの、顕微鏡なしで耳後部からの手術操作を行うことは困難であるため、顕微鏡の使用は必須
であると考えていたが、顕微鏡の準備、顕微鏡〜内視鏡の切り替えが非常に煩雑であった。ス
トルツ社のVITOM® 3D システムは、高解像度の4Kカメラがコンパクトなアームの先端に装着
された装置であり、高倍率、高解像度の画像をモニター上で3Dもしくは2Dで観察することがで
きる。VITOM® 3D システムから硬性内視鏡カメラシステムへの画面の切り替えは手元のスイ
ッチ一つで可能であり、またVITOM® 3D システムはコンパクトであるため、硬性内視鏡への
術中の装置の入れ替えも容易である。今回TEESにこのVITOM® 3D システムを併用する機会を
得たので、その使用経験について報告する。
【症例】：49歳、男性、弛緩部型真珠腫　Stage II PAMCT所見：前鼓室、上鼓室から乳突腔、乳
突蜂巣まで軟部陰影で充満していた。骨部外耳道-中頭蓋底間距離1.54mmと短かった。手術（外
耳道後壁保存型段階的鼓室形成術）：　VITOM® 3D システムでモニター画像を見ながら、耳後
部切開を行い、真珠腫の辺縁が内視鏡で観察できる程度までmastoidectomyを行った。その後硬
性内視鏡下に観察しながら真珠腫上皮の外側面を切開し落屑物を減量し、真珠腫上皮を乳突洞
口の前縁あたりで切断、摘出した。引き続き、TEESにて前鼓室、上鼓室の真珠腫を摘出した。
鼓膜張筋ヒダは膜性に閉鎖していたため、ピックで開放した。鼓室内耳シリコン板を留置し、
scutumをスライス耳介軟骨片にて再建し、段階手術１回目を終了した。
【考察】　VITOM® 3D システムでの手術操作はモニターを見ながらの操作であり、これは顕微
鏡手術時の視線方向と異なるため、使い始めには若干違和感を感じたが、手術を継続するにつ
れてほどなく違和感なく手術操作を行うことができるようになった。VITOM®から硬性内視鏡
への術中の入れ替え、切り替えは、VITOM®のカメラ部分がコンパクトであるため顕微鏡に比
べ非常にスムーズにストレスなく行うことができ、また、手術視野、画質も従来の顕微鏡とほ
ぼ同等であると感じられた。これらに加えて、従来の顕微鏡における術者の視野が3Dであるこ
とを考慮すると、3D画像が得られるVITOM® 3D システムを従来用いてきた顕微鏡から置き換
えて耳科手術に使用することは十分に可能であり、TEESと併用する画像機器としては従来の顕
微鏡よりVITOM® 3D システムの方がメリットが大きいと思われた。
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慢性中耳炎に対しての
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術１型の手術成績

大木　雅文、田中　　是、菊地　　茂
埼玉医科大学　総合医療センター　耳鼻咽喉科

【目的】慢性中耳炎に対しての耳科手術は、顕微鏡下手術で発展してきた。経外耳道的アプロー
チと耳後部アプローチに大きく分けられる。経外耳道的アプローチは低侵襲である点と鼓室後
方の視野が取りやすい利点がある一方で、視野が狭く死角が多いことや骨削開できる範囲は制
限される欠点がある。耳後部アプローチは視野が広く、鼓室前方の死角が少ない利点がある
が、鼓室後方の死角が多く、死角を減らすために骨削開がしばしば必要となり、また侵襲も大
きい欠点がある。鼓室形成術1型は耳小骨連鎖再建の必要性がないことから、骨削開を要する頻
度は少なく、経外耳道的アプローチで行うことが多い。近年、内視鏡技術が発達しており、内
視鏡は顕微鏡より広角な視野を有し死角がより少ない利点があることから、耳科手術にも内視
鏡が取り入れられるようになった。1993年にThomassinらが内視鏡併用顕微鏡下耳科手術を報
告した。画像技術の進歩による解像度の向上に伴い、Tarabichi は1999年に慢性中耳炎に対し
て、1997年には真珠腫性中耳炎に対しての内視鏡単独耳科手術を報告している。Kakehataらも
慢性中耳炎に対しての経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 を2006年に報告し、種々の耳疾患に対し
ての内視鏡下耳科手術を発展させている。近年、我々の施設でも経外耳道的内視鏡下耳科手術
を施行しており、当科での慢性中耳炎に対する鼓室形成術１型の手術成績を報告する。
【方法】当科において経外耳道的内視鏡下鼓室形成術１型を施行した慢性中耳炎症例を対象と
し、手術方法・聴力成績を検討した。聴力成績は日本耳科学会の聴力成績判定基準（2010）を
使用し判定した。慢性中耳炎の状態はKartush のMiddle Ear Risk（MER）Index にて分類し
た。MER index は耳漏（Bulluci grade）、鼓膜穿孔、真珠腫の有無、耳小骨の状態
（Austin/Kartush）、肉芽や滲出液の有無、中耳手術歴の有無で決定された。
【結果】経外耳道的内視鏡下耳科手術での視野は顕微鏡での視野より良好で、アブミ骨周囲や鼓
膜前象限のannulus ringの視野を確実に確保できた。骨削開を必要とすることは少なかった。聴
力成績は良好であり、鼓膜穿孔率は耳後法による顕微鏡下耳科手術と同等であった。
【考察】内視鏡の使用下により、耳小骨の状態の確認を明視下に行うことができる。内視鏡の広
い視野角により外耳道前方のoverhangが多少あっても鼓膜前象限のannulus ringの観察は容易
で、耳後部アプローチによる視野よりも良好である。また、アブミ骨周囲の鼓室後方の視野の
確保の際にも骨削開を要することは少なくできる。
【結論】内視鏡下経外耳道的アプローチは慢性中耳炎に対する鼓室形成術１型に適した術式であ
る。
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当科におけるTEESを用いた鼓膜大穿孔に対する鼓膜形成術の工夫

窪田　俊憲 1、伊藤　　吏 1、古川　孝俊 1、二井　一則 2、新川智佳子 3、欠畑　誠治 1

1山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頚部外科学講座、2山形市立病院済生館　耳鼻いんこう科、
3日本海総合病院　耳鼻咽喉頭頚部外科

【はじめに】慢性穿孔性中耳炎による難聴、耳漏改善目的に鼓膜形成術が施行されるが、その手
技は多種多様である。アプローチ法としてTranscanalやEndaural, Retroauricular approach、移
植材料として皮下結合組織や側頭筋膜、軟骨など、移植材料の位置によってoverlay法やunder-
lay法、inlay法など様々である。当科では内視鏡を用いたTranscanal approach（TEES）で皮下
結合組織を移植材料とし、鼓膜潜在化予防と鼓室内・耳小骨の点検目的にunderlay法による手
技を基本として鼓膜形成術を施行している。鼓膜大穿孔に対するunderlay法の場合、移植材料
を前方鼓膜輪にしっかり接着すること、穿孔前上象限（ツチ骨柄前方）の接着をしっかり行う
ことが穿孔閉鎖率を高める要因と考えられる。今回、当科におけるTEESを用いた鼓膜大穿孔に
対する鼓膜形成術の工夫を紹介する。
【手術手技】1. 鼓膜穿孔縁全周をトリミングし新鮮化する。2. 10〜6時の大きめの外耳道弧状切
開（左耳）と両端に放射状切開を加え tympanomeatal flapを挙上する。ツチ骨前方の処置を施
行するため、弧状切開は前方までしっかり行う。3. ツチ骨外側突起より鼓膜を下方にツチ骨柄
から剥離する。また、前方の繊維性鼓膜輪と共に鼓膜を下方に剥離し、ツチ骨前方の術野を確
保する。4. 耳後部より皮下結合組織を移植片として採取、鼓膜半分ほどの大きさの1枚目の移植
片上縁をツチ骨前方より引き出す。移植片を鼓膜前上部裏面に接着した後に、外耳道前壁骨と
挟まるようにする。5. 穿孔前〜下象限に移植片をunderlayにて接着する。鼓膜穿孔のスペース
からの術野を得ることで、移植片裏面より鈍針等を挿入し確実に明視下に接着できる。6. tym-
panomeatal flap裏面より十分な大きさの2枚目移植片を挿入し、1枚目の移植片に対してunder-
layでおき鼓膜穿孔後方部分を閉鎖する。7. tympanomeatal flapを戻し外耳道をパッキングす
る。
【考察】本手技は、移植片脱落防止のため、鼓膜穿孔前方からツチ骨前方の移植材料の確実な接
着の工夫を行っている。さらに移植片を前方と後方の2枚使用することで、明視下で確実な接着
ができる。外耳道弯曲が強い症例では、顕微鏡手術を用いると術野を確保するために外耳道骨
削開が必要となる場合があるが、内視鏡を用いることで骨削開せずに施行できる。また、ツチ
骨前方の操作は内視鏡を用いることで明視下、確実に行える。TEESの利点を生かした鼓膜形成
術を考えている。
【まとめ】当科におけるTEESを用いた鼓膜大穿孔に対する鼓膜形成術について報告した。本手
技が穿孔閉鎖率に寄与するかは症例を重ね報告する。
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経中頭蓋窩法による聴神経腫瘍摘出後の術後聴力経過

高橋真理子、稲垣　　彰、村上　信五
名古屋市立大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

聴神経腫瘍は第8脳神経に発生する良性の神経鞘腫で、めまい、難聴、耳鳴が主な症状であ
り、腫瘍の起源神経は約85%が下前庭神経、約15%が上前庭神経から発生する。
近年、MRIの進歩と普及により、内耳道内に限局するような小聴神経腫瘍も容易に診断され

るようになってきている。従来、聴神経腫瘍の治療は手術摘出が一般的治療であったが、その
ような小腫瘍にたいしてはwait and scanも治療の選択肢となり、放射線治療も含めて聴神経腫
瘍に対する治療の選択については議論のわかれるところである。
名古屋市立大学における聴神経腫瘍に対する治療方針は、症例に応じて、1）wait and scan、

2）手術治療、3）放射線治療を選択している。これらは、1）年齢、2）全身状態、3）腫瘍の大
きさ、4）患側と健側の聴力、5）患者さんの希望、などを考慮して選択している。wait and
scanは基本的に腫瘍が小さい症例に適応され、聴力は問わない。ただし、聴力良好な症例には
聴力保存手術のオプションを説明している。
昨年の耳科学会において、我々は聴神経腫瘍のgrowth rateと聴力変化について検討し、

wait & scanを行った294例中、当院にてMRI検査を2回以上施行した223例について検討したと
ころ、腫瘍増大速度は平均1.2mm/年、聴力低下速度は患側：平均2.3dB/年、健側：0.3dB/年で
あり、のう胞化した腫瘍の場合、腫瘍増大速度3.2mm/年、聴力低下速度3.9dB/年であった。ま
た、1年以上経過観察を行い初診時患側聴力50dB以内114例においては、141例中32例（22.7%）
がMRI判定時50dB以上に聴力悪化がみられたとう結果を報告した。
そこで、今回、経中頭蓋窩法による聴神経腫瘍摘出術を行った症例の術後聴力経過について

検討を行った。対象は、術後聴力がAA0-HNSクラス分類でAまたはBであった57例とした。平
均46.1歳、術後からの平均観察期間は81.4月、術後平均低下速度は患側：0.97dB/年、健側：
0.08dB/年であり、昨年報告した自然経過と比較して、中頭蓋窩法による聴神経腫瘍摘出術例の
方が、聴力低下速度が緩徐であるという結果であった。これらについて報告する。

Otol Jpn 27 (4) :463 , 2017

O-129



聴神経腫瘍の治療と手術トレーニング

金丸　眞一 1,2、金井　理恵 1、北田　有史 1、吉田　季来 1、坂本　達則 1、西田　明子 1、
竹内万理恵 1、前谷　俊樹 1

1公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
2公益財団法人　先端医療振興財団　臨床研究情報センター

聴神経腫瘍は良性腫瘍でありながら、その発生場所が内耳道・小脳橋角部であるため、聴
力、平行機能、顔面神経の機能障害はもとより生命の危機にかかわる重大な疾患である。ま
た、その治療については、近年γナイフ、サイバーナイフなどの発達による保存的加療も行わ
れているが、依然として手術が最有力の治療手段であることは間違いない。
しかし、多くの外科手術の中でもその手術の難しさは群を抜いており、その手術手技を会得

することは、われわれ耳鼻科医や脳外科医の最終到達目標の一つと言っても過言ではない。
通常、聴神経腫瘍手術には、3つのアプローチを基本とし、それを修飾した術式が報告されて

いる。基本となる3つの術式は、中頭蓋窩法、後頭蓋窩法、経迷路法である。前二者は、開頭を
必要とするため、通常脳外科との連携手術となり、術野を確保するため小脳・側頭葉を圧迫す
ることから術後の合併症の発現や回復に時間がかかることが問題となる。一方、経迷路法は、
耳鼻科医単独での手術で、多くは脳の圧迫を必要とせず、術後の回復が早いので患者の負担が
少ないという利点がある。また、前二者は聴力の温存が可能な術式であるが、後者は聴力の温
存は通常不可能である。このように術式によって一長一短があるので、症例に応じた治療法の
選択が重要である。術式の選択に当たっては、腫瘍の大きさ、主座、患者の年齢、聴力の程
度、顔面神経麻痺の有無などを考慮する必要がある。
聴神経腫瘍の治療方針に関しては、一定のコンセンサスがあるわけではなく、医師それぞれ

の考え方によって異なる治療がなされているのが現状で、耳鼻科医と脳外科医の間でも治療に
考えの違いが見られる。これは、主として手術の難易度が高いことに起因し、術者の技量によ
って選択できる治療が異なることや、医師それぞれが、どこに力点を置いて治療を行うかによ
っても大きく異なってくるからである。さらに、近年のMRI・ナビゲーションなど画像技術の
向上や内視鏡・超音波バーなどの手術器具の発達、さらには患者自身の寿命の延び、後遺症に
対する対策など聴神経腫瘍の治療を取り巻く背景に大きな変化が生じてきており、治療法の選
択のむずかしさが増してきていると考えられる。
画像診断技術の発達が、無症状の小腫瘍を早期に発見できるようになった。これは、今後生

じる様々な症状を予測でき、wait and scanも含め治療法の選択幅が拡がったと言える。また、
近年の内視鏡の発達により、聴神経腫瘍を経外耳道的に切除する術式が生まれてきた。本術式
は、fundus に近い小さな腫瘍で聴力低下が著しい症例のみに適用されるが、侵襲が小さく、解
剖も理解しやすいため耳鼻科医が習得すべき新たな術式と考えられる。さらに、患者の寿命の
延長は、手術適応患者そのものを増加させているが、術後の回復や日常生活への復帰などに関
して、きめ細かい配慮が必要なため、出来る限り侵襲の少ない治療が望まれる。まだ、わが国
では一般的ではないが、一側のみの難聴に対する治療に人工内耳手術を行うという新たな概念
と人工内耳の進歩により、聴神経腫瘍手術を施行した後で聴力の温存ができなかった場合の人
工内耳手術が、治療オプションの一つになってきた。もちろんこの場合は、蝸牛および蝸牛神
経を温存することが前提となる。
以上、治療背景の変化という観点から聴神経腫瘍の治療法の選択について述べたが、いずれ

にしても治療のオプションを選択することができるためには、さまざまな術式に精通する必要
がある。とくに経迷路法と経外耳道による手術は、耳鼻科医のみがなしうる術式であり、聴神
経腫瘍の治療を行う上では必須の術式である。しかし、中耳・内耳・側頭骨の解剖を熟知する
必要があるため、国内外でのdissection コースへの参加に加え、十分な経験のある術者のもとで
のトレーニングが不可欠である。
本発表では、当科で施行している手術トレーニングシステムについても紹介する予定であ

る。
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頸静脈孔まで進展した８脳神経鞘腫の一例

田渕　経司 1、福田　航平 2、廣瀬　由紀 1、原　　　晃 1

1筑波大学 医学医療系 耳鼻咽喉科、2筑波大学附属病院

【症例】60代 男性。
【現病歴】未破裂脳動脈瘤にて近位脳神経外科で数年来経過観察されていた。経過中、頸静脈孔
から右小脳橋角部にかけて進展する腫瘍を指摘され、当院紹介となる。
【既往歴】20年前に右突発性難聴（改善せず聾となる）
【所見】標準純音聴力検査で右聾
【画像所見】右錐体から小脳橋角部に腫瘍を認め、内耳道へも進展。下方では頸静脈孔から頸部
へと進展し、jugler bulb付近で下鼓室へも進展していた。腫瘍はMRI T1強調で等信号、T2強調
で不均一な高信号、Gdで造影効果を認め、内部は造影効果の乏しい嚢胞編成を伴っており、神
経鞘腫を疑う所見であった。
【経過】比較的急速に腫瘍が増大傾向にあったため、手術の方針となる。術中は脳神経のモニタ
ーをしながら施行した。外側後頭下開頭法にて小脳橋角部・脳幹より腫瘍を除去した。その際
第8脳神経の一部が腫大しており、腫瘍の起源は第8脳神経と考えられた。その後、経乳突的ア
プローチにて、S静脈洞・jugler bulb・頸部の腫瘍を摘出した。顔面神経はreroutingではなく、
bridging techniqueとし神経管を温存した。内耳道内の腫瘍は、すでに聾であったため経迷路的
に摘出した。術後経過は良好で、髄液漏などの合併症はなく、顔面神経麻痺、下位脳神経
（9.10.11）の脱落症状も認めていない。
【考察】今回頸静脈孔から頭蓋外へ進展した第8脳神経鞘腫の一例を経験した。頚静脈孔に存在
する神経鞘腫は下位脳神経（9.10.11）から発生するものが多く、第8脳神経鞘腫が頚静脈孔へ進
展する例で報告があったのは1例のみであった。小脳橋角部から頸静脈孔・第一頸椎周囲までと
腫瘍が広範に進展していたが、複数のアプローチ法を組み合わせることで、神経障害を悪化さ
せることなく摘出することが可能であった。
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聴神経腫瘍手術
〜後迷路法から経迷路法へ切り替えた１例〜

高田　雄介、宮崎日出海、須納瀬　弘
東京女子医科大学東医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】
聴神経腫瘍は内耳道から小脳橋角部に発生する代表的脳腫瘍であり、そのほとんどは前庭神

経のシュワン細胞から発生する前庭神経鞘腫である。内耳孔において中枢性髄鞘からシュワン
細胞由来の末梢性髄鞘に移行する部位から発生すると考えられ、一般に脳幹に向かって年間1〜
2mm増大すると言われている。
手術では腫瘍の完全摘出が理想とされるが、神経機能温存手術が主流となった現在では、神

経機能を守るために神経上の腫瘍をごく一部残す手術を行う施設も増え、近年は患者側に寄り
添った手術方針へと転換期を迎えている。また、蝸牛神経背側核での鋭敏な聴覚モニタリング
が可能となり、純音聴力検査が50dB以上、語音弁別能が50%以下の聴力であっても術前と同レ
ベルの聴力維持が不可能ではなくなった。つまり、聴力温存手術は「有効聴力を温存する手
術」から「聴力クラスを温存する手術」へと変わりつつある。
今回われわれは、後迷路法よりアプローチし、最終的に経迷路法にて腫瘍摘出を行った聴神

経腫瘍の一症例を経験したので報告する。
【症例】

59歳、女性。
平成28年2月、左耳鳴を自覚。平成28年4月、ふと左耳で電話をとった際に左難聴を自覚し、
近医耳鼻咽喉科を受診した。左感音難聴を指摘、MRIにて左聴神経腫瘍を認めたため、当科紹
介初診となった。MRIによる経過観察を行ったが、小腫瘍ではあるものの、緩徐な増大傾向が
明らかであった。治療方針につき説明を行ったところ、手術加療を選択された。
高度感音難聴ではあったが、腫瘍摘出にあたり、まず後迷路法よりアプローチした。術中所

見では内耳道内の腫瘍は易出血性であり、最終的に経迷路法にて腫瘍摘出を行った。術後顔面
神経麻痺を認めることなく、現在も経過観察中である。
【考察】
後迷路法は聴力温存が可能であるが、腫瘍摘出には十分な術野の展開が必要であり、熟達し

た耳鼻咽喉科の得意とするアプローチと言える。しかしながら、聴神経腫瘍は小腫瘍であって
も手術難易度は高く、腫瘍の性状や進展範囲を踏まえ、安全に手術を行うことが肝要である。
本症例では最終的に経迷路法で摘出を行った。後迷路法と経迷路法の比較をふまえ手術動画を
含めた症例呈示とともに文献考察を加え報告する。
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持続聴覚モニタリングを使用した聴神経腫瘍の手術経験

國本　泰臣 1、宮崎日出海 2、矢間　敬章 1、久家　純子 1、竹内　裕美 1

1鳥取大学医学部　感覚運動医学講座　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、
2東京女子医科大学東医療センター　耳鼻咽喉科

聴神経腫瘍は近年MRI検査の普及により偶発的に発見されやすく，聴力が残存している状態
で発見されることもある．腫瘍が小さい状態であれば経過観察されることがあるが，症例によ
っては聴力温存手術を希望されることもある．腫瘍と蝸牛神経の位置関係を術前に評価するこ
とは比較的困難であり，神経の走行によっては手術操作による侵襲が大きくなる可能性があ
る．今回われわれは術野で聴神経腫瘍の表面に蝸牛神経と顔面神経が走行する症例に対して，
背側蝸牛神経核活動電位（DNAP：Dorsal cochlear Nucleous Action Potentials）による術中持
続聴覚モニタリングを利用して腫瘍摘出を行い，顔面神経機能および聴力温存が可能であった
症例について報告する．
症例は45歳男性．左の難聴を主訴に近医耳鼻科を受診して治療を受けたが，改善しないため

当科へ精査加療目的に紹介となった．左急性感音難聴として精査加療目的に同日入院，MRI撮
影を行ったところ小脳橋角部に約1cm大の腫瘍を認めた．患者に今後の方針として経過観察，放
射線治療，手術治療の選択肢を説明し，手術を希望された．その際，できるだけ聴力を温存し
てほしいと申し出があり，術中持続聴覚モニタリングを使用して手術を行う方針とした．
手術は脳外科の協力の下施行した．まず脳外科医師により頭部3点固定を行い，体位を側臥位

とした．後頭蓋窩法に準じて皮切・開頭し，舌咽神経の尾側で，choroid plexusから第4脳室内
に向けてDNAP用の電極を挿入した．また，顔面神経の持続モニタリング用電極を顔面神経根
周囲に留置した．内耳道後壁の骨削開を約7mm行い，持続モニタリングを行いながら腫瘍を摘
出した．顔面神経および蝸牛神経は内耳道孔付近ではいずれもややdorsal patternで，神経に近
接した部位ではバイポーラーを使用せず蝸牛神経マッピングを行いながら腫瘍を摘出した．途
中，持続モニタリングの波形が減弱した場合は適宜操作を止めながら手術を継続した．顔面神
経・蝸牛神経表面の腫瘍を一部残し摘出を終了とし，終了時のDNAP波形は維持できていた．
術後の聴力検査では低音域の軽度聴力低下を認めたが大部分では聴力温存できていた．語音

聴力検査ではやや明瞭度低下が見られたものの，補聴器は十分活用可能な状況で聴力温存でき
たと考えられた．DNAPによる術中持続聴覚モニタリングを使用することで蝸牛神経に低侵襲
な手術が可能であり，蝸牛神経の走行からは聴力温存が困難と思われる症例であったが聴力温
存が可能であった．
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両側聴神経腫瘍術後の高度難聴に対する
聴性脳幹インプラント埋め込み術

今泉　光雅、大槻　好史、松井　隆道、菊地　大介、室野　重之
福島県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

（はじめに）神経線維腫症第2型（neurofibromatosis type2：NF2）は両側の聴神経腫瘍を生じる
代表的疾患である。手術を中心とした治療後の聴力保存率は決して良好とはいえず、失聴に至
る症例を多く経験する。聴性脳幹インプラント（auditory brainstem implant: ABI）は、1979年
に脳神経外科医であるHitselbergerらによって、両側の聴神経腫瘍を有するNF2患者に対して、
初めて埋め込み術が行われた。蝸牛神経に障害を受けた際に、中枢側である脳幹の蝸牛神経核
に電気刺激を加え、聴覚を獲得させることを目的とする人工聴覚器である。今回我々は両側の
聴神経腫瘍術後、高度難聴に至りABI埋め込み術を施行した症例を経験した。本症例の臨床
像、検査所見および手術所見を提示し、考察を加え報告する。
（症例）症例は44歳、女性。39歳時に右聴力低下の精査をした際に、右聴神経腫瘍を指摘され、
他院で開頭腫瘍摘出術が施行された。術後は右顔面神経麻痺が残存。その際に左聴神経腫瘍も
確認されていたが、腫瘍のサイズが小さいことを理由に経過観察となっていた。40歳時にNF2
に対するベバシズマブ治療目的に当院脳神経外科紹介。化学療法を施行するも腫瘍の増大傾向
が認められたため、左聴神経腫瘍に対する手術が施行され、その結果左高度難聴となった。術
中のABR検査にて、波形が確認されていたため、左人工内耳埋め込み術目的に当科に紹介。受
診時の聴力検査は、両側ともScale outの状態であり、語音明瞭度検査では、子音、単音節、単
語、文章すべて０％であった。CT、MRI検査上、中耳・内耳ともに特に異常認めず、人工内耳
埋め込み術の適応を判断するため電気聴性脳幹反応（Electrical Auditory Brainstem Response:
EABR）検査を施行した。両側の検査を施行したが、反応は認められず人工内耳の適応外と判
断し、ABI手術を脳神経外科と共同し施行した。下位脳神経周囲のクモ膜を切離して可動性を
上げ、小脳を引いて舌咽神経を脳幹側に辿りルシュカ孔に至った。脈絡叢を確認しルシュカ孔
の内部に試験電極を留置して、EABRを記録した。EABRは記録され、蝸牛神経核が機能してい
ることが確認された。刺激電極（Active電極）を試験電極と同じ位置に留置し、手術終了し
た。術後、髄膜炎等の合併症なく経過し、音入れまで安全に施行された。術後2ヶ月の現在、環
境音は聴取可能であるが、ABI単独での会話は困難な状態である。
（考察・まとめ）ABIの効果は、環境音の聴取や読唇併用での語音聴取の補助となる程度である
ことも多く、そのため人工内耳と比較すると聴取成績が大きく落ちると報告されている。更に
日本においてABIは、保険診療や先進医療の認定はされておらず自由診療となっているため、
使用機材を国外より個人輸入する必要がある。その結果、総費用は400万円程度となり、保険診
療かつ各種医療制度が適用となる人工内耳とは、経済的負担に大きな隔たりが生じている。前
述の状況を踏まえ、左聴神経腫瘍に対する手術中のABR検査にて波形が確認されていたことを
根拠に、当初は左人工内耳埋め込み術を想定しEABR検査を施行した。結果、反応が認められ
なかったため、人工内耳埋め込み術の適応外と判断し、最終的にABI埋め込み術を施行した。
Navisonらは、多施設で行われた27例に対するABIの結果として、96.2％で何らかの聴覚が得ら
れたが、読唇なしでの会話が可能となった症例は7.4％であったと報告している。この多施設で
の結果をまとめた報告は、会話を望む対象者には十分な満足度が得られているとは言い難い
が、全く音の入らない状況に比較し、環境音が聴取されるだけでも、ある程度の患者満足度は
得られる可能性があり、選択肢の一つとして提示可能な治療手段であると考えられる。術後２
か月の現在、環境音の聴取は可能であるが、語音聴取は困難な状況であり、今後の訓練および
調整が期待される。
（まとめ）今回我々は両側の聴神経腫瘍術後、高度難聴に至りABI埋め込み術を施行した症例を
経験した。EABR検査で反応を認めない人工内耳手術の適応外と判断される、両側聴神経腫瘍
術後症例に対するABI埋め込み術は聴覚獲得の一手段になり得ると考えられた。
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残存聴力のない難治性中耳内耳疾患に対して
Subtotal petrosectomyに準ずる手術加療を行なった９症例の検討

西山　崇経 1、大石　直樹 1、平賀　良彦 2、粕谷　健人 1、神崎　　晶 1、藤岡　正人 1、
石川　　徹 1、野口　　勝 1、細谷　　誠 1、小川　　郁 1

1慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、2静岡赤十字病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】再発を繰り返す真珠腫性中耳炎等の難治性中耳疾患に対する術式を選択する際、患側聴
力が残っている場合は、病変制御と聴力改善（もしくは維持）を両立できる術式を選択するが、患側
聴力が失われている場合には、病変制御のみを目的とした術式を選択できる。代表例としてはFischら
1）が1988年に提唱したSubtotal petrosectomy（以下STP）や、我々が近年提唱した充填型中耳根本術
2）などが挙げられる。それらのコンセプトは全中耳含気腔を削開した後、削開腔を充填し外耳道閉鎖
を行うことで病変の制御を目指し、確実かつ術後処置を要さず患者のQOL向上に貢献する術式であ
る。また稀だが内耳道・後頭蓋窩疾患が内耳・中耳へ進展する場合があり、内耳道・後頭蓋窩病変は
頭蓋底手術の適応だが、中耳病変制御にはSTPに準じた術式も併せて行うことが有効だと考えてい
る。今回、患側に残存聴力のない難治性中耳疾患および中耳内耳まで進展した内耳道疾患に対して、
STPに準じた手術を行い、その治療効果や合併症について検討した。
【対象と方法】対象は2015年1月〜2017年4月までに当科でSTPを行なった9例10耳で、女性4例（5
耳）、男性5例（5耳）、患側聴力は全例聾で、健側聴力は平均39dB（7.5〜105dB, 4分法）、術側は左5
耳、右5耳であった。術式は中耳から外耳にかけては全例FischのSTPに準じて行なったが、外耳道閉
鎖は簡便に皮下の1層縫合とした。内耳道内から後頭蓋窩進展を認めた3耳は経迷路法による腫瘍摘出
も併せて実施した。充填材料は原則腹部脂肪のみとし、症例に応じてPalva flap等も併せて使用した。
症例の内訳は錐体部真珠腫4耳、グロムス腫瘍術後難治性血性耳漏1耳、術後性髄液漏1耳、放射線側
頭骨壊死1耳、炎症性偽腫瘍1耳、蝸牛神経鞘腫1耳、顔面神経鞘腫1耳であった。このうち蝸牛神経鞘
腫は蝸牛軸から後頭蓋窩にかけて、顔面神経鞘腫は中鼓室から後頭蓋窩にかけて、それぞれ進展して
いた。これらに対し後方視的に手術時間、再発率、合併症、その後の経過を検討した。
【結果】手術時間は平均6時間18分（2時間18分〜14時間5分）で、内耳道から脳幹に接する顔面神経鞘
腫症例で最長の手術時間を要した。初回手術時の再発率は錐体部真珠腫1耳に再発を認め、再度STP
を行なったため11%となった。合併症は縫合不全が3耳（30%）で2耳は耳後部、1耳は外耳道閉鎖不
全、顔面神経麻痺が1耳（10%）であった。現在までに全例処置不要であり、縫合不全も短期的な局所
処置で全例治癒した。
【考察】STPの報告としてはSannaらによる32年間で460例に対する検討が最大である2）。適応疾患は多
岐に渡り、再発を繰り返す中耳炎や真珠腫、中耳腫瘍、髄液漏や側頭骨骨折、炎症を伴う人工内耳手
術が代表的とされている 3）。我々の症例において、内耳道内から後頭蓋窩進展を認めた3例は頭蓋底手
術を行っており厳密な意味ではSTPに含まれないが、それ以外の6例はSannaらのSTPの適応と合致し
ている。同報告では真珠腫再発率は1.1%で、その他も含めた全合併症発生率は5.6%と、我々の検討を
含めた諸外国の報告よりも明らかに低かった。今回の合併症として縫合不全が3耳で生じたが、耳後
部に生じた２耳は共に経迷路法も行なった症例で、他の症例よりも死腔が出来やすかった可能性があ
る。短期的な創処置で治癒したが、今後も術式の工夫等、改善の余地を模索したい。また今回の対象
中1耳で真珠腫の再発を認めたが、再発所見はMRI拡散強調像を用いて発見された。STPは確実性の
高い術式で、定期的な観察や耳処置が不要となり、患者QOL改善に貢献できる術式ではあるが、中耳
内を閉鎖腔としてしまう以上は、真珠腫など再発の確認においてMRIを用いたフォローアップは必須
である。今回の対象症例数は、STPあるいは外耳道閉鎖術としてまとめられた国内からの報告として
は多いものの、諸外国と比較すると少なく経過も短いため、今後も類似の症例を中心に積極的にSTP
に準ずる術式を適用し、治療効果や長期経過について検討を行ないたい。
【引用】

1）Fisch. Microsurgery of the Skull Base. 1988.
2）平賀、大石ら. Otology Japan. 2017.
3）Prasad, Sanna, et al. Laryngoscope. 2017.
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Subtotal petrosectomy、外耳道閉鎖術、
脂肪充填術を用いた中耳疾患の治療

長坂　　強、須納瀬　弘
東京女子医科大学東医療センター

通常の鼓室形成術，乳突削開術では聴力の改善及び耳漏の停止が期待できない場合，耳漏停
止を目的にsubtotal petrosectomy，外耳道閉鎖術，脂肪充填術を採用することでQOLの改善に
寄与できる症例があるものと思われる．自験例の治療経過を報告し，本術式の適応などについ
て考察する．
症例1：52歳女性．30年前に詳細不明の左中耳手術の既往があり，繰り返す耳漏を主訴に当科
を受診した．CTにて蝸牛瘻孔を認め，難治性のopen cavity problemと診断した．左聴力は聾で
あった．耳漏停止目的にsubtotal petrosectomy，外耳道閉鎖術，脂肪充填術を行った．真珠腫
の再発は認めなかったが，鼓室上皮をすべて除去し，蝸牛基底回転の外側を削開した．術後経
過は良好で，耳漏は停止し，術後8か月に撮影したCTでは異常を認めていない．
症例2：22歳男性．インドネシア出身．4年前から進行する左難聴を放置していた．意識障害

を伴う髄膜脳炎をきっかけに医療機関を受診し，耳鼻科診察にて中頭蓋窩に進展する左真珠腫
性中耳炎を指摘された．手術目的に当科を紹介された．左聴力は聾であった．真珠腫性中耳炎
に起因する髄膜脳炎の制御を目的にsubtotal petrosectomy，外耳道閉鎖術，脂肪充填術を行っ
た．硬膜露出部には筋膜を充て，その上に腹部脂肪充填を行った．髄膜脳炎を併発していたた
め，術後3週間の入院抗菌薬投与を要したが，以後感染兆候はない．
症例3：31歳女性．精神発達遅滞のため，十分な意思疎通が取れない．当科受診4年前から右

耳漏が多く，総合病院耳鼻科にて月1回程度の耳処置を行っていた．当科受診1か月前から頭を
抱えるしぐさが出現し，活動性が低下していた．総合病院耳鼻科でCTを撮影され，真珠腫性中
耳炎の治療目的に当科を紹介された．標準純音聴力検査は困難であり，ASSRでは右無反応であ
った，広範な中頭蓋底の欠損を伴う真珠腫性中耳炎であり，精神発達遅滞のため創部の安静を
保つことが困難であることが予想されたため，subtotal petrosectomy，外耳道閉鎖術，脂肪充
填術を行った．真珠腫は主に上鼓室に存在し，鼓室および乳突腔にはmeningoencephaloceleが
充満していた．術後1年を経過しているが，感染兆候はなく，経過良好である．その他数例の症
例を提示する．
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顔面神経鞘腫に対して全摘術を行った４症例とその適応の検討

野口　　勝、大石　直樹、粕谷　健人、西山　崇経、石川　　徹、細谷　　誠、
神崎　　晶、藤岡　正人、小川　　郁

慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】顔面神経鞘腫は小脳橋角部から耳下腺内に発生し、顔面神経以外にも脳神経障害を
生じることもある、極めてまれな疾患である。治療には手術療法、放射線治療があり、手術療
法には全摘術、亜全摘術、減荷術がある。全摘術は通常顔面運動機能の悪化が起こるため、遊
離神経移植術も併施されるが、その際の機能改善はHouse-Brackmann法でgrade3程度までとな
り、その適応には術前の顔面運動機能が重要とされている。今回我々は2017年3月から6月まで
に、顔面神経鞘腫に対し全摘術を行った4症例を経験したので、その手術適応を中心に報告す
る。
【症例提示】・症例1：68歳女性。半年前に右顔面神経麻痺を発症し、投薬治療を行うも改善しな
かった。MRIにて膝神経節から耳下腺内まで連続する、最大径10mmの腫瘍を認め、顔面神経鞘
腫と診断され当院を紹介受診した。顔面運動機能は当初柳原法で20点だったが、１か月後に12
点へ進行性に悪化した。進展範囲から放射線治療の適応は無く、全摘術の適応と判断され、中
頭蓋窩法と経側頭骨および頸部からのアプローチを併用し、全摘後に顔面神経末梢側断端と舌
下神経との間で、腓腹神経を用いて神経再建を行った。・症例2：33歳男性。5年前に左顔面運動
障害に気付き、近医で左Bell麻痺の診断で投薬治療を行うも改善しなかった。その際MRIも行わ
れたが腫瘍の指摘は無かった。その後形成外科的治療を希望し当院を受診した。進行性の麻痺
の訴えがあり当科依頼となり、MRIを撮影したところ、最大径10mmの、膝神経節を中心に水平
部にかけて連続した腫瘍を認めた。既に完全麻痺であり、中頭蓋底を破壊して頭蓋内に進展し
ているため、全摘術の適応と判断した。手術は中頭蓋窩法と経側頭骨のアプローチを併用し、
中枢側と末梢側の断端の間で腓腹神経による再建を行った。・症例3：42歳男性。10年前に右急
性感音難聴（聾のまま回復せず）、5年前に回転性めまいを認め、複数回MRIを撮影されたが腫
瘍の指摘は無かった。1年ほど前より味覚障害と右顔面のしびれが出現し、近医を受診しMRIに
て顔面神経鞘腫と診断され、当院紹介受診となった。腫瘍は後頭蓋窩に最大径35mmで、右小脳
橋角部から内耳道、および膝神経節から鼓室内にかけてダンベル状に認められた。腫瘍の大き
さや進展範囲から、放射線治療の適応はないと判断され、また急速に増大している可能性が高
く、他の脳神経障害の出現もあり、手術の方針となった。有効聴力がなかったため、経迷路法
でのアプローチとした。術前に顔面運動障害はなかったため、神経機能の温存を目的に、術中
持続神経モニタリング下の亜全摘術を企図したが、術中神経の反応が全く得られなかった。そ
の原因として、おそらく神経束が腫瘍により極めて広範に引き伸ばされていたためと思われ
た。術前に本人より腫瘍の摘出を優先する希望があったため全摘術を行い、神経再建は後日行
うこととした。・症例4：51歳女性。半年前、他院にて左耳下腺腫瘍への術中に顔面神経鞘腫で
あることが判明し、被膜内摘出が試みられたが、術直後より完全麻痺を認め改善しなかった。
術後MRIにて最大径15mmの、垂直部から耳下腺に連続する腫瘍が認められ、摘出術と神経再建
を勧められ、当院紹介受診となった。既に完全麻痺であったため全摘術の適応と判断し、経側
頭骨と頸部からのアプローチで全摘し、中枢側の断端と耳下腺内の本幹との間で腓腹神経によ
る再建を行った。
【考察】顔面神経鞘腫の全摘術を検討する際は、症例1、2、4のように術前から顔面運動機能が
すでに低下し、術後に悪化の懸念が少なく、神経吻合により現状よりも改善する見込みのある
症例がよい適応と思われる。しかし、症例3のように、たとえ顔面運動機能の低下がなかったと
しても、腫瘍の大きさや合併する症状、患者の年齢、希望なども考慮し、多面的に手術適応を
判断する必要がある。手術に際しては、複数の手術アプローチに精通し、他科との協力を含め
た頭蓋底手術の経験が必要であると考えられた。
【謝辞】手術にご協力いただいた、慶應義塾大学医学部脳神経外科学教室 戸田正博先生、同形成
外科学教室 矢澤真樹先生に深く御礼申し上げます。
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中頭蓋窩法による耳科手術11例の検討

道田　哲彦 1,2、内藤　　泰 2、藤原　敬三 2、竹林　慎治 2、山本　亮介 2

1先端医療センター病院　耳鼻いんこう科、2神戸市立医療センター中央市民病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
中頭蓋窩法は、錐体骨上面から蝸牛や半規管を破壊せず錐体尖部や内耳道内の病変へアプロ

ーチ可能な手技である。聴力や顔面神経機能を温存して内耳や錐体部の病巣にアプローチでき
るため有用性は高い。今回は11例の中頭蓋窩法を施行した耳科手術症例について臨床症状や病
変部位、手術成績に関して検討し報告する。
【対象と方法】
当院で2004年4月から2017年3月までの13年間に中頭蓋窩法で手術治療を行った側頭骨病変11

例に対して後ろ向きに検討を行った。11例の内訳は錐体部真珠腫が8例、側頭骨内顔面神経鞘腫
が2例、顔面神経管内くも膜嚢胞が1例であった。男性が7例、女性が4例で、患側耳は右耳が5
例、左耳が6例であった。手術時年齢は4歳から73歳（平均35.3歳）であった。臨床症状、病変部
位、手術成績を検討した。術後の観察期間は1ヵ月から11年3カ月（平均7年1ヵ月）であった。
【結果】
錐体部真珠腫の8例はいずれも迷路上から錐体尖におよぶ真珠腫であった。初期症状としては

難聴が6例、顔面神経麻痺が2例、耳鳴が2例、髄膜炎の発症が1例であった（症例の重複あり）。
中頭蓋窩法単独施行例は7例で1例は経乳突法を併施した。6例は経乳突法での段階手術を行っ
た。段階手術を行わなかった2例は、中頭蓋窩法のみで完全清掃されたと考えられた。術後骨導
聴力が悪化したものは2例あり、5例で聴力が保存された。残り1例は術前より聾であった。術前
から顔面神経麻痺を来していた2例に関しては1例は術後変化なく、もう1例は術後軽快した。術
後新たに顔面神経麻痺を生じた例は1例のみで、その後治癒している。術後の遺残・再発例は2
例あり、1例は経乳突法、もう1例は中頭蓋窩法での再手術を行い、その後は再発無く経過して
いる。
側頭骨内顔面神経鞘腫の2例はいずれも術前から難聴、顔面神経麻痺を認めた。腫瘍は迷路

部、鼓室部に存在しており、1例は中頭蓋窩法に経乳突法を併施し、もう1例は経乳突法での術
後再発に対して中頭蓋窩法を施行した。いずれの症例も術前から麻痺は高度であったため腫瘍
摘出後、顔面神経の動的再建を行った。いずれも術前に比べ麻痺の悪化はなくその後の再発は
ない。聴力に関してはともに骨導低下はない。
顔面神経管内くも膜嚢胞の1例は髄膜炎を繰り返しており、術前より患側時の高度難聴、顔面

神経麻痺の進行を認めた。嚢胞は顔面神経迷路部から膝神経節の範囲に位置していた。中頭蓋
窩法で膝神経節部の嚢胞を開窓し骨膜や脂肪組織を充填し髄液漏を停止させたが、後に再発を
来し、再度中頭蓋法を施行しさらに強固に充填を行った。術後患側聴力は聾であったが、顔面
神経麻痺は初回手術の術前と同程度まで改善している。その後の再発はない。
【考察】
錐体部真珠腫の再発率は2〜8％と報告されており、本検討では段階手術を治療の一環として

考えても25％であり、やや高い結果となった。術後聴力保存率は34％という報告もあり、本検
討では術前聾の症例を除くと、5/7例（71%）で聴力保存ができ、良好な結果が得られた。
顔面神経鞘腫に対する一般的な術式は全摘出＋神経再建であり、通常術後の麻痺スコアの回

復が20点前後にとどまるため、術前に高度麻痺を来している症例が適応になる。自験例でも高
度麻痺を来していたため、その適応があると考えられたが、術後も高度麻痺にとどまってい
る。神経温存での摘出術も近年報告が増加しており今後の課題と考える。
顔面神経管内くも膜嚢胞に関しては稀な病態であり、報告例も少ない。無症候性であれば手

術適応とはならないが、本症例のように髄膜炎の反復がある場合は手術適応とすべきという意
見がある。本症例も再発は来したものの手術加療によりその後の髄膜炎の発症を予防すること
ができた。
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Combined microscopic/endoscopic-assisted approachを施行した
錐体部真珠腫の２例

杉本　寿史、波多野　都、吉崎　智一
金沢大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

はじめに：錐体部は側頭骨の深部に位置し、近傍には内頸動脈、頸静脈球、顔面神経、内耳な
どの重要な臓器が存在する。これまでにTranscochlear approach（House WF）、Transotic ap-
proach、および Infratemporal fossa approach（Fisch U）、Modified transcochlear approach
（Sanna M）などの術式が開発されたことで、占拠部位に応じた錐体部真珠腫治療が可能となっ
ている。しかし母膜が錐体尖部に存在する場合、内頸動脈の存在により特にその裏面の視野確
保が困難となることがある。内頸動脈を可動化させる摘出法も考案されているが、その破綻は
致命的であるため慎重な操作を要する。近年内視鏡が耳科手術に取り入れられてきており、錐
体部真珠腫への応用の報告も増加しつつある。今回我々は錐体尖部の母膜摘出時に内視鏡を用
いた2例を経験したため、手術を供覧しその有用性について報告する。
症例１：77歳男性。平成17年左顔面神経麻痺出現、近医耳鼻科にて錐体部真珠腫指摘され手術
施行。平成20年、錐体部の残存真珠腫が増大したため当科にて経中頭蓋窩法と経乳突法の併用
にて摘出。その後残存した錐体部真珠腫が徐々に増大し平成26年４月再手術を行った。
現症：顔面表情スコア0点（柳原法）、純音聴力検査にて患側98.8dB、CTおよびMRIにてapical
typeと診断。
経過：術式はTranscochlear approachを選択した。錐体尖部の母膜を内視鏡下に摘出した。術
後36ヶ月経過し再発を認めていない。
症例２：36歳。10代に中国の病院で耳の手術（詳細不詳）を受けた。平成19年10月左真珠腫性
中耳炎に対して前医にて左中耳根本術および舌下神経顔面神経吻合術施行。その後左錐体部の
残存病変を指摘され平成29年1月当科紹介。
現症：顔面表情スコア0点（柳原法）、純音聴力検査にて患側スケールアウト、CTおよびMRIに
て infralabyrinthine-apical typeと診断。
経過：平成29年3月、症例１と同様にTranscochlear approachにて治療を行い、錐体尖部におい
て母膜を内視鏡下に摘出した。
考察：錐体尖部以外の部位の視野は顕微鏡下で十分に確保できたが、錐体尖部については2症例
とも死角が存在した。今回内視鏡を応用することで内頸動脈裏面を含めた錐体尖部全体の視野
を確保することが可能であった。症例数が極めて少ないため結論を導くことはできないが、内
視鏡は錐体尖部の母膜を摘出する上で有用なツールであると推測される。
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水中内視鏡下操作による経迷路法によって摘出した
錐体部真珠腫の３症例

山内　大輔 1、本蔵　陽平 1、原　　陽介 1、白倉　真之 1、日高　浩史 1、
川瀬　哲明 1,2、香取　幸夫 1

1東北大学大学院　医学系研究科・医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科分野、
2東北大学大学院　医工学研究科　聴覚再建医工学分野

【はじめに】
錐体部真珠腫は顔面神経麻痺が受診の契機となることが多いとされる。治療は手術による完

全摘出を試みられるが、硬膜との癒着、内耳孔付近の処理、内頚動脈との癒着がある場合には
著しく困難であり、さらに術後の聴力温存率は低いとされている。中頭蓋窩法などの聴力温存
術式の適応は比較的少ないとされ、錐体尖や内耳道周囲に限局し、聴力障害が軽微な先天性真
珠腫などの症例に限られている。しかしながら、両側例や良聴耳などの場合は聴力温存が重要
となるため術式の選択を迷うことも少なくない。最近では人工中耳や人工内耳の選択も考えら
れることから、伝音再建が困難であっても蝸牛機能を温存したり、また蝸牛形態を保存するこ
とが大切である。一方、我々は浸水下に内視鏡による視野を用いて内耳瘻孔の処理や内耳の開
放を行う、水中内視鏡下耳科手術（Underwater Endoscopic Ear Surgery; UWEES）を提案し
てきた。この方法は解剖学的に腔の虚脱を防ぎ、灌流によって良好な視野を確保しつつ、内耳
開放部の吸引が不要となることで、内耳機能や形態の保護を可能にすると考えている。当科に
てUWEESによる経迷路法を施行した錐体部真珠腫の3症例について報告する。
【方法】
手術は耳後切開でCanal wall down mastoidectomy後、乳突洞、上鼓室、中鼓室に進展した真

珠腫を摘出した。続けて、内視鏡（0°STORZ 2.7mm18cm）にEndo-scrub 2.7mm用シース
（Medtronic）を用いて灌流させ、水中内視鏡下に上半規管のblue lineを同定し、上半規管内腔
の閉塞術を施行した。1例では、さらに外側半規管、前庭も開放してボーンワックスで閉鎖し
た。全例とも錐体部へとアプローチして同部位から母膜を摘出した。ドリルは2mm course dia-
mond、1.5mm 1mm diamond curved burs（IPC system；Medtronic）を、また灌流液には生理
食塩水またはアートセレブ（大塚製薬）を用いた。
【結果】

3症例はいずれも術前から陳旧性顔面神経麻痺があり、そのうち2例は高度麻痺であった。術
前の骨導聴力平均値は4分法で、それぞれ22.5dB、33.8dB、15.0dBであったが、術後は58.8dB、
36.3dB、41.3dBとなり、2例で術後に骨導閾値上昇を認めたが、聾になった症例はなかった。ま
た術後にめまいを訴えた症例はなかった。
【考察】

UWEESにて明瞭な視野下に半規管や前庭の膜迷路を操作することが可能であった。また、
UWEESによる経迷路法は内耳へのソフトサージェリーとして有用であると考えられた。
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中頭蓋窩欠損、脳瘤を呈した外耳道真珠腫の一例

角田　篤信 1、池田　勝久 2

1順天堂大学練馬病院　耳鼻咽喉・頭頸科、2順天堂大学　医学部　耳鼻咽喉科

症例は81歳女性。幼少時から中耳炎を繰り返しており、その頃から右難聴を自覚していた
が、放置していた。初診の1か月前から右耳の掻痒感が出現。近医耳鼻科にて真珠腫性中耳炎を
疑われ、当科紹介となった。既往歴：糖尿病。初診時所見：外耳道には湿った耳垢と思われる
組織が充満しており、鼓膜の観察は不可能であった。悪臭や外耳道周囲皮膚の発赤等は認めな
かった。聴力所見上、約40ｄBの気骨導差を呈する混合性難聴が認められた。顔面神経麻痺や頭
痛、めまいの訴えは無く、眼振、瘻孔症状は認めなかった。中耳単純CT所見上、外耳道から鼓
室、乳様突起内を充満する軟部陰影を認め、耳小骨は内側に偏倚していた。　数日かけて耳垢
を除去すると鼓膜輪（▲）が認められたが、外耳道は骨部が全方向に拡大し、乳突蜂巣は広く
開放されていた。天蓋には白色の構造物のわずかな突出が認められた（＊）。構造物表面には血
管構築が透見され、息こらえ、Valsalvaにて軽く膨隆したが、髄液漏は認められず、めまい感も
見られなかった。MRI所見上、中頭蓋窩から軟部信号が中耳腔に一部突出する所見が診られ
た。　以上より長年放置された外耳道真珠腫によりいわゆるspontanous radical mastoidectomy
の形態を呈し、中頭蓋窩欠損をきたしたものと考えられた。頭痛などの症状は無く、画像上脳
そのものには浮腫等は認めらなかったが、感染等を契機に頭蓋内合併症を来す可能性があるこ
とから、当院脳外科と検討の上初診の2か月後に手術を行った。　耳介周囲から約5cm以上の大
きな耳後切開を置き、広い視野を展開した。乳突蜂巣は外耳道真珠腫により広く開放され、末
梢の蜂巣にはコレステリンの貯留を認めた。後方から慎重に母膜の剥離をすすめたところ、中
頭蓋窩に大小2箇所の骨欠損を認め、硬膜と母膜が癒着していた。硬膜を損傷しないように慎重
に剥離をすすめ、真珠腫を全摘。さらに鼓室内を観察すると、ツチ骨は硝子軟骨様に変性し、
キヌタ骨とアブミ骨周囲は線維性の肉芽に覆われていた。肉芽を外したのち、I-S jointを離断。
キヌタ骨、ツチ骨頭を真珠腫とともに摘出した。側頭筋弁をローテートして後壁を再建し、筋
膜と皮質骨で IIIcで鼓室形成を行った。　AAO-HNSからの勧告に見られるように過剰な耳掃除
は避けることが望ましい。一方、本症例では一側性難聴以外に症状を呈さず、耳掃除などでの
トラブルが無かったことから、結果として数十年以上の経過をかけて病変が進行していたもの
と考えられた。
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頸静脈球型グロムス腫瘍の１例

岡田　信也 1、浜田　昌史 2、小田桐恭子 2、塚原　桃子 2、飯田　政弘 2

1東海大学　医学部　付属八王子病院　耳鼻咽喉科、2東海大学　医学部　付属病院　耳鼻咽喉科

はじめに：頭頸部領域におけるグロムス腫瘍は傍神経節から発生するparagangliomaであり、鼓
室付近より生じるglomus tympanicum（鼓室型グロムス腫瘍）と頸静脈球付近より生じるglo-
mus jugulare（頸静脈球型グロムス腫瘍）に大別される。グロムス腫瘍は欧米においては数多
くの報告がある一方で、有色人種には少ないためわが国では比較的まれな疾患である。今回わ
れわれは、その中でもきわめてまれな頸静脈球型グロムス腫瘍症例を経験したので報告する。
症例呈示：29歳男性。約2年前に左耳鳴が出現、近医神経内科で頭部MRIを撮影されるも異常は
指摘されず。約3ヶ月前から左難聴を自覚し、近医耳鼻科を経て当院を紹介受診した。既往に若
年性高血圧症があり、近医内科で降圧剤を処方されていた。
現症：左鼓膜後下象限に赤色の腫瘤が透見され、鼓膜は若干膨隆し拍動が観察された。標準純
音聴力検査（4分法）は右10.0dB、左30.0で左軽度混合性難聴を認めた。聴器CTでは左耳の中・
下鼓室に軟部陰影がみられ、下鼓室蜂巣から左頸静孔外側にかけ骨破壊像となって進展し、内
頚動脈管の破壊も疑われた。頭部造影MRIでは左頸静脈孔下部を中心に内頸動静脈の外側に約
3cm大の腫瘍性陰影を認め、腫瘍はT１強調画像で等信号、T2強調画像でやや高信号を示し、
造影増強効果がみられた。以上の所見から頸静脈球型グロムス腫瘍と診断し、手術の方針とし
た。周術期経過：手術予定日2日前に腫瘍栄養血管の塞栓目的に血管造影を施行した。上行咽頭
動脈からの血流が主栄養血管と考えられ、血管塞栓用マイクロスフィア（エンボスフィアR）を
使用し塞栓した。手術はFischのinfratemporal fossa approach, typeAに準じて行った。乳突蜂巣
を広く削開の後アブミ骨を残してツチ骨、キヌタ骨は摘出した。顔面神経を膝部末梢から茎乳
突孔まで完全露出し、さらに耳下腺まで追跡、茎乳突孔で周囲の軟部組織ごと前方に移動させ
視野を確保した。次にS状静脈洞を意図的に露出させ、サージセルRを用いて腔外から腔内に塞
栓した。腫瘍は赤白色、易出血性で柔らかく、下鼓室から顔面神経乳突部付近を中心に、後方
は後頭蓋窩硬膜に進展し、前下方では内頸動脈管垂直部に浸潤していた。高周波バイポーラ
（ベザリウスR）を用いて腫瘍を焼灼・減量しながら硬膜より剥離し、内頸動脈浸潤部では意図
的に一部腫瘍を残存させた。内頸静脈を結紮後、中枢側に腫瘍を切除し、下錐体静脈洞をやは
りサージセルRで塞栓しながら頸静脈球壁ごと腫瘍を摘出した。この時に下位脳神経は温存され
た。腫瘍摘出後の創腔には腹部脂肪を充填し、外耳道はcul de sacに閉鎖して手術を終了した。
術中出血量は635mlであった。
術後経過：術後に表情スコア（40点法）で20/40の左顔面神経不全麻痺を認めるも約3か月で38
点まで回復した。
考察：側頭骨内グロムス腫瘍の初発症状として拍動性耳鳴、難聴、めまいなどがある。血流に
富んだ腫瘍であり、鼓膜切開や生検など安易な処置により思わぬ大出血がおこる。コレステリ
ン肉芽腫、顔面神経鞘腫、高位頸静脈球、内頸動脈走行異常などが鑑別疾患として挙げられる
が、暗赤色に拍動する鼓膜所見ならびに画像所見からグロムス腫瘍を疑いさえすれば診断は比
較的容易である。一方で治療については困難を伴う。原則として手術治療が選択されるが、術
中出血のコントロールや術中環流障害などの予測のために術前の血管造影・塞栓術が必須とな
る。本症例は、その進展範囲からFisch分類のclass Deと判断され、術式として infratemporal
fossa approach, typeAを選択した。顔面神経を前方へ移動させることで頸静脈孔ならびに内頸
動脈管周囲の術野を確保、S状静脈洞を塞栓することにより術中出血量を抑制できた。高周波バ
イポーラを用いて硬膜上の腫瘍を焼灼・剥離することで髄液漏は避けられたが、内頸動脈管周
囲の腫瘍は残存させざるを得なかった。
結語：グロムス腫瘍の治療は手術による全摘出が基本であるが、腫瘍の進展範囲・浸潤部位に
よって適宜対応するべきと考える。
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TEESを用いたコモンマーモセット
経外耳道正円窓窩アプローチの検討

吉田　知彦 1,3、藤岡　正人 2、栗原　　渉 1,3、細谷　　誠 2、小川　　郁 2、小島　博己 1

1東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、
3東京慈恵会医科大学　再生医学研究部

【目的】
コモンマーモセットは南米原産の新世界ザルで、小型で扱いやすく遺伝子改変も作製可能なため、ト

ランスレーショナルリサーチにおける前臨床試験の動物モデルとして世界的に注目されている。この動
物は一次聴覚野が大脳皮質側頭葉の最外側に位置し、聴覚中枢の研究が非常に進んでいる。音のピッチ
の変化を知覚するニューロンの存在が証明された唯一の実験動物であり、聴覚研究のモデル動物として
重要な位置付けにある。我々はこのマーモセットの末梢聴器に焦点を当て、中内耳の構造がヒトと類似
した解剖学的構造を有すること、ABR/DPOAEなどの他覚的聴覚検査法を報告してきた。また、耳後
切開による後鼓室開放アプローチで、正円窓窩への薬剤投与が可能であることも報告した。
本発表では、難聴モデルマーモセットへの内耳薬剤投与法の開発を念頭に、経外耳道的内視鏡下耳科

手術（TEES）による内耳窓へのアプローチを検討し、先に報告した後鼓室開放によるアプローチとの
比較・検討を行った。
【方法・結果】
２歳オスのコモンマーモセット計２頭を用い、死亡後に4%パラホルムアルデヒドで経心灌流固定し

た後の頭部検体を用いた。
細径内視鏡システムTESALA（AVS社製）に1.6 mm径の内視鏡を使用した。手術器具として眼科剪
刀、1 mm径のテラメッサー、ローゼン針、切替氏式の骨鋭匙、1 mLシリンジならびに27 Gの針を用意
した。
ヒト臨床手術におけるTEESに準じて、まずは内視鏡を用いて外耳道および鼓膜を大まかに観察し、

眼科剪刀と鋭匙を用いて耳毛や耳垢を丁寧に除去し、外耳道を清掃してワーキングスペースを確保し
た。検討した2例におけるマーモセットの外耳道径は約3 mm、鼓膜は約4.5 mmであった。ツチ骨柄は
1.9 mmだった。テラメッサーで外耳道皮膚を弧状切開し、前下方に茎を置いたtympanomeatal flapを作
製して鼓膜を挙上すると、直径約0.6 mmの正円窓窩が正面に確認された。マーモセットの正円窓膜が
外耳道側を向いており、2例とも偽膜の無い正円窓膜を明視下に置け、同部位からの薬剤注入も可能と
考えられた。また、キヌタ骨、アブミ骨、鼓索神経といったその他の鼓室内構造物の観察も容易であっ
た。
【考察】
マーモセット中耳の構造はヒトと非常に類似していたが、他方そのサイズから、経外耳道アプローチ

で中耳へアプローチを行う際は、狭いワーキングスペースが問題になるものと考えられた。特にツチ骨
先端から鼓膜輪までの距離は約2 mm前後であり、極めて注意深く愛護的に tympanomeatal flapを挙上
しても、鼓室内にアプローチする際にツチ骨に容易に外力がかかってしまう。この解剖学的特徴から、
マーモセットモデルの場合は特に、後鼓室開放術と比較して伝音系損傷のリスクが高いと思われた。ま
た術後の掻爬行動を考えると、術後の連日の耳内処置も課題と考えられた。
一方で経外耳道法は正円窓へ直線的なアプローチをもたらすため、後鼓室開放術と比べて顔面神経損

傷のリスクが低く、また短時間での到達が利点と思われた。マーモセットの顔面神経窩は約0.6 mm幅
であり、後鼓室開放においては顔面神経損傷のリスクを伴う。手術時間の短縮は全身麻酔を減らすこと
にもなり、個体への負担軽減が期待できる。
内耳への薬剤投与経路を考えたとき、TEESによるアプローチは正円窓および卵円窓周囲へのアクセ

スには向いているが、直接の半規管投与には不向きであるものと考えられた。特にマーモセットの場合
は乳突蜂巣がほぼ単洞であり、耳後切開により容易に半規管を露出しうる。
以上の長所・短所を総合的に鑑みながら、実験の目的に合わせてアプローチを使い分けることが、マ

ーモセットを用いた内耳への局所投与の際には肝要である。
本研究は死亡後の固定サンプルの検討であり、生体マーモセットを用いた、術前後の聴力変化の有

無、手術時間の解析、手術による副損傷・合併症の評価を行う予定である。
【結論】内視鏡を用いた経外耳道アプローチによるマーモセット外耳中耳解剖ならびに正円窓窩アクセ
スの有用性の検討を行った。
【謝辞】本研究は慈恵医科大再生医学研究部 岡野ジェイムス洋尚教授、蘭AudionTherapeutics社との共
同研究である。
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祖先アデノ随伴ウイルス（AAV2/Anc80L65）を用いた
成体マウスに対する蝸牛遺伝子治療法の確立

鈴木　　淳、橋本　　研、香取　幸夫
東北大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】
内耳の感覚上皮は、1）血液内耳関門で全身血液から隔離される、2）リンパ液で満たされた

連続腔に存在するという特徴から、ウイルスを用いた遺伝子治療の有望なターゲット器官とさ
れる。蝸牛の内有毛細胞の障害により様々な感音難聴が生じるため、低侵襲かつ効率的に内有
毛細胞に遺伝子を導入する方法を確立することは特に重要である。今まで主にマウスを対象と
して、様々なウイルスや投与経路を用いて蝸牛に遺伝子を導入する方法の検討が行われてき
た。アデノ随伴ウイルス（Adeno-associated virus: AAV）は静止状態の細胞にも感染可能で、
ヒトでの病原性が報告されておらず、免疫応答も非常に弱いため、様々なウイルス型が使用さ
れてきたが、成体マウスの内有毛細胞に高率に遺伝子を導入することは困難だった。更に、マ
ウスの内耳は極めて小さいため、成体マウスの内耳を損傷することなくウイルスを投与する方
法を確立することも課題であった。
今回、現存するAAVの祖先が有していたカプシドを持つウイルス（AAV2/Anc80L65）を使

用し（Zinn et al., 2015、Landegger et al., 2017）、蝸牛障害を起こしにくい後半規管投与と組み
合わせることで、低侵襲かつ効率的な蝸牛遺伝子導入法を確立したので報告する。
【方法】
1）実験動物・音響曝露・手術
雄のCBA/CaJマウスを用いた。（1）コントロール、（2）ウイルス投与のみ、（3）音響曝露の

み、（4）音響曝露＋ウイルス投与の4群を作成した。音響曝露群には、7週齢の時点で8-16 kHzの
バンドノイズ、98 dB SPL、2時間の強大音を暴露し、“Hidden hearing loss”を発症させた
（Suzuki et al., 2016）。ウイルス投与群には、音響曝露の翌日にAAV2/Anc80L65-EGFP
（3.84×1012 genome copy/mL、250 nL）を後半規管よりナノインジェクションシステム（Nano-
liter 2010＋Micro4：World Precision Instruments）を用いて投与した。9週齢で聴覚機能を評価
し、組織解析を行った。
2）聴覚機能評価

ABRとDPOAEを用いて聴覚閾値を測定した。ABRの刺激音はtone pipとし、5.6から45.2 kHz
の7周波数を測定した。ABRは第1波の振幅も測定した。
3）内耳形態評価

Surface preparation法を用いて、内・外有毛細胞の生存率、内有毛細胞シナプス数を測定し
た。凍結切片を用いて、EGFP陽性細胞の内耳における分布を確認した。
【結果】

AAV2/Anc80L65-EGFPの後半規管投与により、有意なABRおよびDPOAEの閾値上昇と蝸牛
有毛細胞数の減少は生じなかった。音響曝露で最も障害を受けやすい内有毛細胞シナプス数
と、シナプス数の変化を反映するABR第1波の振幅にも有意な変化は生じなかった。ウイルスを
投与したマウスでは、ほぼすべての内有毛細胞と頂回転を中心に多くの外有毛細胞でEGFPが発
現していた。らせん神経節の神経節細胞や衛星細胞、前庭の有毛細胞や支持細胞、前庭神経節
細胞にもEGFPの発現を認めた。
【考察と結語】

AAV2/Anc80L65を後半規管から投与することで、明らかな蝸牛機能および形態の損傷をき
たさずに、成体マウスのほぼすべての内有毛細胞に遺伝子を導入することできた。
AAV2/Anc80L65は遺伝性難聴モデルマウス（Usher症候群1c型）の遺伝子治療に有用と報告さ
れているが（Pan et al., 2017）、本研究で確立した遺伝子導入法を用いることで、“Hidden hear-
ing loss”など成人発症の様々な感音難聴に対する遺伝子治療の評価も可能になると考えられ
る。
本報告は、Harvard大学M. Charles Liberman教授、Luk H. Vandenberghe博士と行われた共
同研究の成果である。
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メタボリック症候群モデルマウス内耳における終末糖化産物の生成

菅原　一真、津田　潤子、広瀬　敬信、山下　裕司
山口大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科学

【はじめに】
糖尿病に代表されるメタボリック症候群は血管性病変を通じて，重篤な疾患の原因となるだ

けでなく，老化を促進することが知られている。我々は，メタボリック症候群モデルマウスの
内耳を検討し，毛細血管の狭小化に伴い徐々に聴覚が低下することを報告してきた［1］。一
方，最近の研究では高血糖状態が持続すると，組織中でタンパク質の糖化反応が生じ，終末糖
化産物（AGEｓ）が生成されることが注目されている。AGEｓは，加齢や関連する疾患との関
係が研究され，糖尿病や高脂血症患者の組織中に増加することや，動脈硬化を促進することな
どが明らかになっている［2］。一方，内耳におけるAGEｓの役割は不明な点が多い。そこで，
本研究は，メタボリック症候群モデルマウスを用いて，内耳におけるAGEｓの役割について検
討した。
【対象と方法】
実験動物として3か月齢のマウスTSOD，TSNO（TSODのcontrol動物：動物繁殖研究所）を

用いた。これらを2群に分けてAGEｓの生成を抑制するとされるピリドキサミン投与群，非投与
群を作成した。ピリドキサミンは飲水に混合（2 mg/ml）して投与した。3，5，8，10，13か月
齢で，体重，血糖値および聴覚の評価として聴性脳幹反応（ABR）閾値，酸化ストレス度（d-
ROMテスト）を測定した。また，13か月齢で側頭骨を摘出し免疫組織学的にAGEsの生成を検
討した。
【結果】
これまでの検討と同様に体重，血糖値ともTSODマウスではTSNOマウスと比べて高値を示し
ていた。しかしながら，ピリドキサミンの投与の有無は体重や血糖値に影響を示さなかった。
酸化ストレス度の結果についてもTSODで高値を示していたが，ピリドキサミンは影響しなかっ
た。免疫組織科学の結果からは，13か月齢の時点でTSODでは対象動物と比較して血管条に発現
の増強を認めた。さらにピリドキサミン投与群では非投与群と比べてTSODの信号は減弱してい
るように観察された。また，ABR閾値も16 kHzにおいて，ピリドキサミンを投与されたTSOD
は閾値上昇が抑制されていた。
【考察】
今回我々は，糖化最終産物の内耳における役割を明かにするために，AGEを抑制することが

知られているピリドキサミンを慢性投与する実験を行った。モデルマウスに3か月齢よりピリド
キサミンを投与したところ，13か月齢ではABRの閾値上昇が抑制された。AGEの受容体は内耳
にあることは報告されている［3］が，その役割にはまだまだ不明な点が多く，今後の研究を重
ねる必要があるが，メタボリック症候群に伴う難聴に何らかの役割を持つことが示唆される。
１．Tsuda J, Sugahara K, Hori T, Kanagawa E, Takaki E, Fujimoto M, et al. A study of hearing

function and histopathologic changes in the cochlea of the type 2 diabetes model Tsumura
Suzuki obese diabetes mouse. Acta Otolaryngol. 2016; 136（11）: 1097-106.

２．Goldin A, Beckman JA, Schmidt AM, Creager MA. Advanced glycation end products: spark-
ing the development of diabetic vascular injury. Circulation. 2006; 114（6）: 597-605.
３．Hanusek C, Setz C, Radojevic V, Brand Y, Levano S, Bodmer D. Expression of advanced

glycation end-product receptors in the cochlea. Laryngoscope. 2010; 120（6）: 1227-32.
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マウス蝸牛の加齢性変化における IGF-1関連分子の発現変化

中川　隆之、喜多　知子、山本　典生、大森　孝一
京都大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

緒言
IGF-1は、内耳の発生や維持に関与することが知られているが、近年は蝸牛の加齢性変化への

関与がマウスで示唆されている。ヒトにおいては、ビッグデータ解析から、加齢に伴う難聴の
進行を予見するバイオマーカーとしての血清 IGF-1値の有用性を示唆する報告もなされている。
本研究では、加齢に伴う感音難聴発症の時期における IGF-1シグナル伝達経路関連物質の発現変
化を評価することを目的とし、以下実験を行った。
方法
加齢に伴う難聴発症時期が大きく異なる3系統のマウス、C57BL6、DBA，CBAを実験動物と

して用いた。第一に、加齢に伴う蝸牛機能変化を聴性脳幹反応および歪成分耳音響放射を用い
て経時的に評価し、明らかな機能障害が発症する直前の週齢を調べた。次に、想定される週齢
の蝸牛組織評価を行い、全体的な変性の有無を凍結切片のHE染色で行い、有毛細胞の定量的評
価をwhole mountで行った。これらの結果をもとに、機能障害が軽度であり、明らかな外有毛細
胞喪失が認められない週齢を決定し、正常聴力を示すyoung adultといえる時期と加齢性難聴発
症時期の内耳組織におけるIGF-1シグナル伝達経路関連物質の発現変化を定量的PCRで比較検討
した。
結果および考察

C57BL6では、32週齢で著明な聴性脳幹反応および歪成分耳音響放射閾値上昇を認めた。24週
齢では、一部の動物で聴覚障害の進行が認められたが、20週齢では、6週齢の平均閾値から2SD
範囲内であった。DBAでは、3週齢に比較して、6週齢ですでに著明な聴性脳幹反応および歪成
分耳音響放射閾値上昇が認められた。4週齢では、ほぼ3週齢と同様の閾値を示し、組織学的に
も大きな差異が認められないことが分かった。CBAでは、64週まで聴覚機能評価を施行した
が、明らかな機能障害は認められず、組織学的にも明らかな有毛細胞喪失は認められなかっ
た。C57BL6で6、20、32週齢の内耳組織を用い、定量的PCRを行ったところ、20週齢では、
mTOR, FxoG1, 3, GSK3bがすでに低下傾向にあり、mTORでは6週齢との間に有意の差が認めら
れた。現在、他の2系統でも同様の解析を行っており、マウス系統間での相同性、差異について
検討する。
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透明化技術を用いた全蝸牛イメージング

浦田　真次、藤本　千里、松本　　有、山岨　達也
東京大学　医学部　耳鼻咽喉科

生体組織透明化技術は100年以上の歴史を持ち、異なる屈折率で構成される生体組織の組織内
屈折率を均一化することで実現される。BABB（ベンジルアルコールと安息香酸ベンジルの混
合有機溶媒液）を用いた透明化手法により、切片化することなく脳組織の可視化に成功したこ
とから、近年透明化技術は競争の激し分野となり、特に蛍光タンパク質の褪色、免疫染色によ
る抗体浸透度、組織膨張・収縮などの問題点についての改善が進んでいる。我々は既存の透明
化手法が蝸牛有毛細胞の可視化においては不十分であることから、新しい方法論の確立を試み
た。我々の確立した手法はmicrodisecctionの必要がなく、水溶性の透明化試薬に浸透させるだ
けで完了する。内耳研究に重要である聴毛（Rhodamine-phalloidin）、有毛細胞（myosinVIIa）、
神経線維（neurofilament200）だけでなく、支持細胞核（SOX2）、リボンシナプス（CtBP2）、
小胞グルタミン酸トランスポーター（VGLUT3）の蛍光免疫染色を確認できている。また、GO-
Ateamマウスの内耳透明化サンプルでは4ヶ月以上にわたり有毛細胞内緑色蛍光タンパク質
（GFP）を確認することができた。難聴モデルマウス（騒音性、加齢性）を用いて回転ごとでな
く全有毛細胞のカウントが可能であった。現在は、全有毛細胞の座標、planar cell polarity、神
経線維の分布、などの蝸牛内組織の三次元定量解析を行っている。また、本手法によって迷路
骨包内骨細胞やライスネル膜、血管条などの三次元可視化も可能となり今後の更なる内耳研究
が期待される。本手法は従来の透明化手法と比較して組織浮腫を伴わず、蛍光タンパク質の褪
色も少ないことから内耳のみならず硬組織においても有効であると考えている。また本手法を
応用し頭蓋骨越しに脳組織の in vivo imagingにも着手して一部良好な結果を得ている。今後は
細胞障害をきたさない透明化試薬を作成することで骨組織のみならず全身の組織への適用を進
める予定である。透明化手法は切片化することなく三次元構造の定量できることから、生命科
学分野において重要な手法であり、今後も技術開発とその応用が進むことが期待される。
【謝辞】本研究のご指導頂いております東京大学神経細胞生物学、岡部繁男教授、飯田忠恒助教
に深く感謝の意を表します。
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中耳真珠腫発症機序の解明：
中耳真珠腫形成における神経堤由来細胞の役割

福田　智美、穐山直太郎、高橋　昌寛、小島　博己
東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】
中耳真珠腫は、骨破壊を起こす難治性の慢性増殖性疾患で、増殖能が更新した重層扁平上皮

と厚い皮下組織を特徴とする。本臨床研究では、新規保存治療開発をめざし、中耳真珠腫発症
機序解明を目的とする。
これまで中耳腔粘膜はすべて第一咽頭嚢（内胚葉）由来と考えられてきたが、近年上鼓室部

分の粘膜細胞は神経堤由来であることが示唆された（Thompson H et al, Science. 2013）。本研
究では、中耳真珠腫形成における神経堤由来細胞の役割について検討した。
【方法】
これまで耳科学会で発表してきたKGFベクターでの誘導による実験的中耳真珠腫作製法を用

いて解析する（Yamamoto-fukuda T et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015）。TGマウスを麻酔
の後、エレクトロポレーションにより外耳道細胞内にKGFベクターもしくは空ベクターを4日毎
に計五回導入し、各々の蛋白を強制発現させた。すべてのマウスは最終ベクター導入後7日目に
屠殺し、組織を採取し、免疫組織化学法にて解析した。用いた抗体および実験プロトコールは
これまで報告した方法の通りにおこなった（Dai L et al. Histochem Cell Biol. 2015, Akiyama N
et al. Laryngoscope. 2014, Yamamoto-Fukuda T et al. Am J Pathol 2010）。
【結果】
成獣マウスにおいて、無操作群では神経堤由来細胞は上鼓室粘膜領域で検出された。空ベク

ター導入群においては、中耳真珠腫形成は認めず、神経堤由来細胞は上鼓室粘膜領域で検出さ
れた。すべてのKGFベクター導入マウスにおいて中耳真珠腫形成が確認できた。実験的真珠腫
では、真珠腫上皮および間質において神経堤由来細胞が検出された。
【まとめ】

KGFは本来角化上皮の増殖を促し創傷治癒を促進する因子である。ヒト真珠腫組織では繰り
返す炎症と共に肉芽が発現し、様々なサイトカインと共にKGFが常に強発現している（Kojima
H et al. Acta Otolaryngol 1994, Yamamoto-fukuda T et al. Lab Invest. 2003）。これが鼓膜陥凹か
ら増殖する真珠腫への進展やひいては骨破壊を引き起こす重要なトリガーの一つとなっている
と考えられ、vivoモデルで中耳真珠腫形成へのKGF作用の重要性をしめしてきた（Yamamoto-
fukuda T et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015, Yamamoto-fukuda T et al. Acta Oto Laryngol.
2014）。今回の実験結果では、実験的真珠腫組織内に本来存在するはずのない神経堤由来細胞の
浸潤を認めた。KGFの作用により、神経堤由来細胞の細胞動態の変化が起き、真珠腫形成に関
与している可能性が示唆された。
【謝辞】
本研究にご協力頂きました東京慈恵会医科大学解剖学講座 岡部正隆教授、辰巳徳史助教に感

謝申し上げます。本研究の一部はJSPS科研費JP16K11186の助成を受け行った。
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ラット中耳陰圧モデルおよび弛緩部型真珠腫における
YAPシグナルの解析

穐山直太郎 1,2、福田　智美 2、吉川　　衛 1、小島　博己 2

1東邦大学医療センター大橋病院　耳鼻咽喉科、2東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室

【目的】
メカノトランスダクションとは力学的刺激を生化学的シグナルに変換することの総称で、組

織の発生から再生、癌などの疾患に至るまで、様々な生命現象に関与するといわれている
（Walker D et al., 2010）。近年、機械的シグナルが細胞間接着を介して細胞骨格の構造変化を生
じ様々な分子シグナルを誘導することや、細胞内の張力変化により転写因子・転写共役因子の
核内移行レベルを変化させ細胞の増殖・分化関連遺伝子の発現を制御することが分かってきた
（Zlotorynski E et al., 2016）。転写共役因子であるYes-associated protein（YAP）はメカノセン
サーとして位置づけられ、細胞増殖を誘導することが示唆されている（Park HW et al., 2015）。
また、Wntシグナルは細胞の運命を規定する重要なシグナルの一つで主にカノニカルWntシグ
ナルが細胞増殖に、ノンカノニカルWntシグナルが細胞分化や遊走に関わると考えられてきた
が、それ以外の経路として提唱されたオルタナティブWntシグナルがYAPの核内移行を制御し
ている可能性が示唆されてきた（Park HW et al., 2015）。
先行研究でわれわれはラット中耳に持続陰圧を負荷することで鼓膜弛緩部が陥凹し、同部が

肥厚することを示した（Akiyama N et al., 2014）。そこで今回、メカノトランスダクションの分
子制御に関し、ラット中耳陰圧モデルおよび弛緩部型ヒト真珠腫においてWnt5a（オルタナテ
ィブWntシグナルマーカー）、YAP、リン酸化（p）YAP（不活性化YAP）の発現について免疫
組織学的に解析を行ったので報告する。
【方法】
中耳陰圧モデルに8週齢、雄のSDラットを用いた（n=4）。動物用埋め込み型マイクロ輸液ポ

ンプの補給路を利用し、中耳腔に陰圧を5日間連続負荷（Akiyama N et al., 2014）後、7日目に
ラットを安楽死させ、中耳骨胞を摘出し、4% PFA/PBS（pH=7.4）で固定した。その後、パラ
フィンに包埋し、5 μmの連続切片を作成し解析に用いた。また、ヒト弛緩部型真珠腫組織につ
いても同様に5 μmの連続切片を作成し解析に用いた。形態学的解析にはH&E染色を行い、免疫
組織化学的解析には一次抗体に抗Wnt5a抗体、抗YAP抗体、抗pYAP抗体を用いた。二次抗体
にAlexa Fluor 488 goat anti-rabbit IgGを用い、対比染色に4', 6-diamidino-2-phenylindole, dihy-
drochlorideを用いた。
【結果】
ラット中耳陰圧モデルにおいて鼓膜弛緩部の肥厚を認め、同部位の上皮細胞においてWnt5a

陽性細胞が増加し、YAPの核内移行が確認された。さらに、ヒト弛緩部型真珠腫上皮において
はWnt5a陽性細胞が顕著に増加し、陰圧モデルと同様にYAPの核内移行が確認された。また、
間質の細胞についても陰圧モデルおよび弛緩部型真珠とも前述上皮と同様の傾向が認められた
が、弛緩部型真珠腫ではWnt5a陰性細胞においてもYAP核内移行が認められた。pYAPについ
てはYAP発現が上昇すると増加する傾向が認められた。
【考察】
ラット陰圧モデルにおいて鼓膜の肥厚が認められ、免疫組織学的解析によりオルタナティブ

WntシグナルによるYAP核内移行を介した細胞増殖が示唆され、さらにヒト弛緩部型真珠腫組
織でも同様の傾向が示された。弛緩部型真珠腫では間質細胞のYAP核内移行にオルタナティブ
Wntシグナル以外の活性経路が存在する可能性も示唆され、さらなる解析が必要であるが、今
回の結果からは弛緩部型真珠腫形成にメカノトランスダクションが強く関わっている可能性が
示唆された。
【謝辞】
本研究はJSPS科研費 JP26462608、JP16K11186の助成を受け行った。
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真珠腫性中耳炎におけるイソペプチド結合と
コルネオデスモシンの発現について

小泉　弘樹、鈴木　秀明
産業医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【目的】われわれはこれまでにヒト真珠腫を用いた実験により、真珠腫による骨吸収機序に酸が
関与している事を報告した。上皮における主なバリア機能は角質層によって担われている。角
質層のバリア機能で重要なものが、コルネオデスモシンとイソペプチド結合である。今回、ヒ
ト真珠腫のイソペプチド結合とコルネオデスモシンの発現について検討した。
【方法】手術中に採取したヒト真珠腫を用いて、イソペプチド結合、コルネオデスモシン、
TGase、KLK、SPINKの発現について検討した。
【結果】皮膚と比べて真珠腫ではTGase2は高発現、TGase5は低発現であった。イソペプチド結
合は主に顆粒層〜角質層において発現していたが両者の発現に有意な差はなかった。コルネオ
デスモシンは主に顆粒層に発現しており、真珠腫では発現の低下がみられた。ウエスタンブロ
ッティングと定量的リアルタイムPCRでは真珠腫において有意にコルネオデスモシンの発現が
低下していた。KLK5, 7, 14とSPINK5は両組織に違いがなかった。
【結論】ヒト真珠腫におけるコルネオデスモシンの発現は抑制されており、これが真珠腫上皮に
おける脆弱性の原因になっている可能性が考えられた。

O-150



Otol Jpn 27 (4) :485 , 2017

慢性中耳炎における制御性T細胞免疫寛容機序に対する
in vitroでの解析

平野　　隆、川野　利明、松永　崇志、門脇　嘉宣、児玉　　悟、鈴木　正志
大分大学医学部耳鼻咽喉科

急性中耳炎は小児に好発するがたびたび遷延化し、慢性の経過をたどり治療に難渋する場合
を認める。過去においては無菌性中耳炎と考えられていた滲出性中耳炎においても、現在では
細菌のバイオフィルム形成や粘膜組織内寄生に伴い、通常の細菌検査では検出されない状態で
の慢性感染性炎症が持続している事が報告されている。中耳組織においてもT細胞やB細胞、マ
クロファージといった免疫担当細胞が存在し、局所粘膜免疫応答が存在し、慢性炎症像を修飾
していることは知られている。当科において耳管閉塞およびインフルエンザ菌による慢性中耳
炎症マウスモデルを作成し、粘膜免疫応答について解析を行ったところ、制御性T細胞が中耳粘
膜局所に集簇し、インフルエンザ菌に対する免疫寛容を誘導し、中耳局所炎症の遷延化に寄与
していることが推測され報告を行った。今回、制御性T細胞による免疫寛容機序に対する in
vitroでの解析を行ったので報告する。　実験動物はSPF下にて飼育した、雄性、 5-6週令、
BALB/cマウスを用いた。免疫抗原として無莢膜型インフルエンザ菌strain76から抽出した外膜
蛋白（OMP：10μg/mouse）と、粘膜アジュバントとしてコレラトキシン（1μg/mouse）を溶
解したリン酸緩衝溶液を10μlづつ週１回計３回経鼻免疫を行い、OMP免疫マウスを作成した。
投与後21日目に、ワクチン投与マウスより鼻粘膜を採取し、TypeIVコラゲネースにて処理した
のちに、比重遠沈法にて鼻粘膜中の単核球を分離した。未免疫のマウスとOMP免疫マウス各５
匹から脾臓を採取し、スチールメッシュにて細胞レベルにまで細砕し、CD4+CD25+ Regulatory
T Cellアイソレーションキットを用いてCD4+CD25+である制御性T細胞及びCD4+CD25-ヘルパ
ーT細胞を分離した。鼻粘膜由来単核球とCD4+CD25+制御性T細胞、鼻粘膜由来単核球と
CD4+CD25-ヘルパーT細胞、対照として鼻粘膜由来単核球のみの３群の培養系を作成し、OMP
（10μg）添加及び無添加の２系列培養とし２４時間経過後に培養液を採取した。採取した培養液
をBio-Plex Mouse Cytokine Assays（Th1/Th2 panel）用いて、培養液中に産生されたサイトカ
インについて解析を行った。　OMPを添加した培養系において、未免疫のマウス及びOMP免疫
マウス由来のCD4+CD25+制御性T細胞において反応の差を認めており、鼻粘膜由来単核球と未
免疫のマウス由来のCD4+CD25+制御性T細胞の共培養上清中では抑制性のサイトカインである
IL-10濃度が明らかに、OMP免疫のマウス由来群と比較して著明に増加していた。しかし、鼻粘
膜由来単核球とOMP免疫のマウス由来のCD4+ CD25-ヘルパーT細胞の共培養上清では、OMP
を添加した培養系において、未免疫のマウス由来群と比較して IL-2濃度が明らかに増加してお
り、IL-10濃度も高値であった。これらの結果から、CD4+CD25+制御性T細胞は特異的抗原暴露
により、特異的免疫抑制応答が減弱する可能性が示唆されるものの、特異的抗原暴露をされた
CD4+ CD25-ヘルパーT細胞ではIL-10産生のみならず、制御性T細胞の維持に必要なIL-2産生が
著明であり、その両者の複雑な免疫応答により、中耳局所における長期的免疫寛容が形成され
る可能性が示唆された。
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好酸球性中耳炎におけるTSLP

三浦　智也 1、工藤　直美 2、西澤　尚徳 3、松原　　篤 1

1弘前大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
2青森県立中央病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、3独立行政法人　国立病院機構　弘前病院

【はじめに】好酸球性中耳炎は代表的な難治性中耳炎の一つとして知られる中耳のアレルギー性
疾患である。1995年に松谷らによって命名されて以降、約20年の間に数多くの研究者により、
徐々にその病態が明らかとなっている。近年、気管支喘息やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮
膚炎などのTh2型アレルギー性疾患においては、TSLP（Thymic Stromal LymphoPoietin）や
IL-25、IL-33などの上皮由来のサイトカインが発症の重要な起点となることが明らかにされてき
た。しかし、好酸球性中耳炎の病態においては、未だそれらの局在は明らにされていない。そ
こで今回、我々の施設で作成した好酸球性中耳炎のモデル動物を用いて、TSLPの局在を免疫組
織化学的に検討したので報告する。
【対象と方法】Hartley系モルモットに対し、卵白アルブミン（OVA）の腹腔内投与を行い全身
感作させた後、OVAを鼻腔に連日点鼻し気道感作を行った。さらに、中耳にはOVAを１週間か
ら2週間に渡って経鼓膜的に連日注入を行った。各モデルの中耳注入の最終日に両側頭骨を摘出
し、ホルマリンにより浸漬固定を行った。それらを脱灰後に、鼓室胞を中心としてパラフィン
に包埋し切片を作成した。切片は脱パラフィン後に、抗TSLP抗体を用いて免疫染色を施行し
た。
【結果】モデル動物では、 耳管鼓室口周囲の中耳粘膜の一部でTSLPの陽性反応が観察された。
2週間局所刺激を加えた群では、1週間局所刺激を加えた群よりも染色される上皮細胞の割合が
増加し、染色性が強まった。また同一固体においては、中耳粘膜よりも耳管の上皮細胞でTSLP
の染色性が強く認められた。なお、OVAによる感作を行っていないコントロール群ではTSLP
陽性細胞は認められなかった。
【考察】近年、好酸球性中耳炎の中耳貯留液内に特異的 IgEの存在が指摘されている
（Kanazawa, 2014）。また、以前より好酸球性中耳炎のでは耳管開放症の症例が多いことが知ら
れており（Iino, 2006）、好酸球性中耳炎の病態形成には、耳管の関与が重要であることが示唆さ
れている。今回の我々の研究結果でも耳管周囲を中心にTSLP陽性の上皮細胞が確認されてお
り、耳管上皮細胞でTSLP発現して中耳におけるTh2型免疫応答を惹起することが示唆された。
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中耳炎症性疾患におけるNLRP3インフラマソームの関与

假谷　　伸 1、岡野　光博 2、西崎　和則 1

1岡山大学　医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
2国際医療福祉大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】インフラマソームは、複数のタンパク質からなるタンパク複合体である。インフラ
マソームには複数の種類があるが、今回我々はNLRP3インフラマソームに注目して中耳炎症性
疾患との関係につき検討を行った。NLRP3インフラマソームは、NOD-like receptors（NLRs）
に分類される NLRP3 、シグナル伝達分子であるapoptosis-associated speck-like protein contain-
ing a CARD（ASC）、およびcaspase-1前駆体により構成されるタンパク複合体である。NLRP3
インフラマソームは細胞質内の異物（病原微生物成分や尿酸結晶など）をdanger signalとして
認識することによって活性化される。活性化されたNLRP3インフラマソームは活性型のcas-
pase-1を誘導する。caspase-1はpro-IL-1βやpro-IL-18を炎症性サイトカインとして実際に作用す
る活性型 IL-1βや IL-18に変換し、炎症反応の誘導や進展に重要な役割を果たしていることが明
らかになっている。中耳炎とインフラマソームとの関連はほとんど調べられていない。我々は
ヒト慢性穿孔性中耳炎症例およびヒト真珠腫性中耳炎症例を対象として中耳組織における
NLRP3インフラマソームの発現を検討し、また、モデルマウスを用いて実験的中耳炎における
NLRP3インフラマソームの誘導を検討したので報告する。
【対象と方法】岡山大学病院にて手術を行ったヒト慢性穿孔性中耳炎症例およびヒト真珠腫性中
耳炎症例を対象とした。中耳腔に炎症性病変を認めない人工内耳埋め込み術症例を正常コント
ロールとして用いた。本検討は岡山大学倫理委員会の審査・承認のもとで施行した。ヒト慢性
穿孔性中耳炎症例およびヒト真珠腫性中耳炎症例の手術時に中耳の炎症性肉芽組織を採取し
た。また、人工内耳埋め込み術施行時に乳突蜂巣の一部を採取した。採取した組織は一部を
４％パラホルムアルデヒドとエチレンジアミン四酢酸（EDTA）で固定・脱灰し、一部を
RNAlaterに浸漬した。NLRP3、ASCおよびcaspase-1の組織中の発現を免疫染色にて検討し、ま
た、PCR法にて定量評価した。
野生型BALB/cマウスの中耳腔にエンドトキシンを経鼓膜的に投与し、実験的中耳炎モデルマ

ウスを作成した。エンドトキシン投与２４時間後に中耳腔を生理食塩水で洗浄し、回収した洗
浄液中の IL-1β、NLRP3、ASC、caspase-1の濃度をELISA法にて定量した。また、中耳組織中
のNLRP3、ASC、caspase-1の発現を免疫組織学的染色にて評価した。
【結果】NLRP3、ASCおよびcaspase-1に関して、ヒト慢性穿孔性中耳炎症例およびヒト真珠腫
性中耳炎症例では中耳組織中に免疫染色陽性細胞を認めた。PCR法による定量評価ではヒト慢
性穿孔性中耳炎症例およびヒト真珠腫性中耳炎症例ではNLRP3、ASC、caspase-1すべてで正常
コントロールと比較して有意に高い発現を認めた。
エンドトキシンを鼓室内投与したマウスでは、生理食塩水を鼓室内投与したコントロールマ

ウスと比較して、中耳洗浄液中の IL-1β、NLRP3、ASC、caspase-1の濃度が有意に高かった。
免疫組織学的染色では粘膜下や中耳腔に浸潤した炎症性細胞を中心にNLRP3、ASC、caspase-1
陽性細胞が認められた。
【結語】caspase-1は炎症性サイトカインの精製と分泌、さらに細胞死を制御すると報告されてい
る。活性型炎症性サイトカインの精製と分泌には少なくとも2つのステップが必要とされてい
る。ひとつはトール様受容体（TLRs）からの刺激で、NF-kBを活性化して炎症誘発性サイトカ
インの前駆体（pro-IL-1βやpro-IL-18、pro-IL-33）の転写・翻訳を誘導する。もうひとつのステ
ップはインフラマソームによるcaspase-1の活性化である。NLRP3 インフラマソームは、さまざ
まな刺激物によって活性化して、caspase-1を誘導し、活性型炎症性サイトカインの精製と分泌
に関与する。今回の検討により、中耳炎症性疾患においてNLRP3 インフラマソームが重要な役
割を果たしている可能性が示唆された。
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家兎モデルを用いた培養鼻粘膜細胞シート移植後における
中耳粘膜再生の検討

森野常太郎 1,2、山本　和央 1、谷口雄一郎 3、小島　博己 1

1東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室、2東京女子医科大学　先端生命医科学研究所、
3聖マリアンナ医科大学　耳鼻咽喉科学教室

【目的】
我々は難治性中耳炎の新しい治療法として中耳粘膜再生の研究に取り組んでいる。家兎の中

耳粘膜障害モデルに対して、温度応答性培養皿を用いた鼻粘膜細胞シートの移植実験を行い良
好な結果を得た。さらに本技術をヒトへ臨床応用することができるよう厚生労働省に申請し、
真珠腫性中耳炎症例に対して自己鼻粘膜上皮細胞シートを用いた鼓室形成術を5例行った。現在
まで再発例はなく術後聴力も良好である。これまでの動物実験やヒト臨床研究の良好な結果か
ら、鼻粘膜が中耳粘膜再生の代用組織として有効であることが示唆されている。今後、移植さ
れた培養鼻粘膜細胞が周囲の環境によりどのような変化をきたすか検証し、鼻粘膜細胞シート
の移植による細胞治療の安全性・有効性を示すことで、再生医療の臨床応用へと繋げる必要が
ある。今回、家兎実験モデルを用い、移植後の経時的な中耳粘膜再生の検討を行った。
【方法】
成熟白色家兎（New Zealand white rabbit、2.5-3.0kg、雄）より鼻粘膜を採取し、エクスプラ

ント培養で初代培養を行った。得られた鼻粘膜上皮細胞を温度応答性培養皿に継代培養し、家
兎鼻粘膜上皮細胞シートを作製した。次に、同一家兎に対して、中耳粘膜を可及的に剥離後、
作製した細胞シートを伸展させながら露出した骨面に移植し、移植後の中耳粘膜を経時的（3日
目、1週間、2週間、4週間、8週間）に観察した。観察項目としては、顕微鏡を用いた鼓膜と中
耳腔内の所見、側頭骨CT所見、組織学的評価は未固定非脱灰新鮮凍結切片ならびにEDTAを用
いた脱灰切片による免疫組織化学染色で評価した。コントロールモデルとして、中耳粘膜を可
及的に剥離した病態モデル（3日目、1週間、2週間、4週間、8週間）と比較した。
【結果】
家兎鼻粘膜より作製した細胞シートは上皮性細胞のマーカーであるパンサイトケラチン陽性

の細胞群であり、ビメンチンは陰性であった。鼻粘膜細胞シートは、鼻粘膜で観察される繊毛
細胞、杯細胞はみられなかった。中耳粘膜の剥離に関しては、中耳骨胞を直径7-8mmの小孔を
ドリルで作製した後、鈍針とキュレットを用いて顕微鏡下で可視できる部位は確実に除去し
た。細胞シート移植例は全て自家移植で検討しており、鼻粘膜細胞シートは同一家兎の中耳腔
内に5-7枚移植できた。側頭骨CT上において、病態モデルで観察される明らかな骨肥厚は認めな
かった。中耳腔内の顕微鏡所見において、肉芽組織の形成は移植例では認めなかった。組織学
的にも移植群では骨増生や線維化は認めず、中耳骨面において粘膜形成を確認できた。
【考察】
中耳粘膜を剥離後、中耳骨胞に家兎鼻粘膜細胞シートを移植することで、移植後下鼓室を含

めた中耳骨胞全体に粘膜形成を確認することができた。細胞の生着が移植後初期に重要である
ことが明らかになったが、長期的に生着し続けているのかは検証が必要である。今後、治療メ
カニズムを明らかにすることで、更なる現行の治療の改良を目指す。
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３テスラMRIにて評価した内リンパ嚢開放術の
術前後の内リンパ水腫の変化

今井　貴夫 1、真貝佳代子 2、奥村　朋子 1、宇野　敦彦 3、北原　　糺 4、堀井　　新 5、
太田　有美 1、大崎　康宏 1、佐藤　　崇 1、鎌倉　武史 6、大薗　芳之 1、猪原　秀典 1

1大阪大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2市立吹田市民病院　耳鼻咽喉科、
3大阪急性期・総合医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、

4奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頚部外科、
5新潟大学大学院　医歯学総合研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、

6大阪母子医療センター　耳鼻咽喉科

【目的】メニエール病（MD）の病態は内リンパ水腫であり、近年、その内リンパ水腫が3テスラ
MRIにて観察可能となった。難治性メニエール病に対する内リンパ嚢開放術の有効性はすでに
示されており、その効果は手術により内リンパ水腫が改善されているためであると考えられ
る。今回、当科にて難治性メニエール病に対して内リンパ嚢開放術を施行した症例の術前後の
内リンパ水腫の変化を検討した。
【対象と方法】2011年6月から2014年12月の間に当科にて難治性メニエール病の診断にて内リン
パ嚢開放術を施行した18例19耳を対象とした。AAO-HNSの診断基準でMD確実例と診断され、
直近の6か月のうち平均で少なくとも1か月に1回のめまい発作があり、めまい発作のない期間が
最長でも2か月未満であれば難治性メニエール病と診断した。内リンパ嚢開放術は内リンパ嚢に
L字切開を加え、切開部を反転し、ゼルフィルムを挿入した。切開部に高濃度のステロイドを留
置した。造影MRIでは、造影剤は通常の経静脈投与量の2倍量（0.4ml/kg）のガドテリオール
（商品名Prohance）を使用し、投与後4時間でGE社製３テスラMRIにて撮影を施行した。2D
FLAIR画像における前庭、および前庭の内リンパ腔をCISS画像と比較することによりマニュア
ルで抽出した。外側半規管膨大部と後半規管膨大部の内リンパ腔は前庭の内リンパ腔から容易
に区別できた。内リンパ水腫が存在しない時には前半規管膨大部の内リンパ腔も前庭の内リン
パ腔から容易に区別できたが、内リンパ水腫が存在する時には、これらの区別は困難であった
ため、前庭を抽出する際、前半規管膨大部も前庭の一部として抽出した。抽出した前庭の体積
と前庭内リンパ腔の体積をマイクロソフト社製Visual Studio 2013で独自に作成したソフトにて
測定した。
【結果】術前後で、術側の前庭の体積は48.7→49.2mm3と変化し、非術側は47.8→48.5mm3と変化
し、大きな変化は認めなかった。術前後で、術側の内リンパ腔の体積は19.7→15.8mm3と変化
し、非術側は7.9→7.2mm3と変化し、術側の内リンパ腔のみ、その体積が術後に明らかに減少し
た。
【考察】我々はMRI画像から抽出した前庭に対する前庭の内リンパ腔の比率が30%未満である場
合、内リンパ水腫なし、と判定しているが、術側の術後のその比率は32%（15.8 / 49.2）であ
り、水腫なしと判断できるまでは減少していなかった。内リンパ嚢開放術により、めまい発作
は抑制できるのは内リンパ水腫の術後の減少によるものと考えられる。内リンパ嚢開放術によ
り、聴力改善が得られる率が低いのは、内リンパ水腫なし、と判断できるほどは内リンパ水腫
が減少していないためと考えた。
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一側性感音難聴における内リンパ水腫評価の検討

岡崎由利子 1、吉田　忠雄 2、杉本　賢文 2、寺西　正明 2、曾根三千彦 2

1稲沢市民病院　耳鼻咽喉科、
2名古屋大学大学院医学系研究科頭頚部・感覚器外科学講座耳鼻咽喉科

【背景】一側性感音難聴の患者にとって、患側のみならず健側の聴力予後は重大な関心事であ
る。近年造影MRIにより患側および健側の内リンパ水腫の評価が可能となり、様々な内耳疾患
の内リンパ水腫の評価が行われている。一側性メニエール病の健側にも内リンパ水腫を認めて
いると報告されている。
【目的】一側性感音難聴例における患側及び健側の内リンパ水腫の有無を評価し、感音難聴にお
ける内リンパ水腫の意義について検討した。
【方法】2011年1月から2014年12月までに名古屋大学耳鼻咽喉科においてガドリニウム静脈投与
4時間後かつ/または鼓室内投与24時間後の3T-MRI を撮影し両側の評価が可能であった655名
中、91名182耳の一側性感音難聴例を対象とした。一側性感音難聴は、標準純音聴力検査3分法
で患側30dB以上、非患側20dB以下かつ患側と非患側の差が15dB以上とした。術後耳例、伝音難
聴例、聴神経腫瘍例は除外した。低音障害型感音難聴とムンプス難聴は症例数が少なく除外し
た。メニエール病の診断には、2015年の新基準を用いた。突発性難聴は2012年の厚生労働省特
定疾患急性高度難聴調査研究班により提唱された改訂（案）により診断した。遅発性内リンパ
水腫はKameiらのガイドラインを用いて診断した。そして、疾患ごとに内リンパ水腫の存在を
患側および非患側について評価した。
【結果】疾患の内訳は、メニエール病確実例28例、疑い例9例、突発性難聴29例、遅発性内リン
パ水腫6例、その他19例であった。その他は、メニエール病新基準は満たさなかったがAAO-
HNS1995年の基準では疑い例と見込み例に当てはまる症例であった。メニエール病確実例と遅
発性内リンパ水腫の患者全ての患側耳に内リンパ水腫を認めた。メニエール病確実例では患側
蝸牛に100％、患側前庭93%の軽度及び著明内リンパ水腫を認め、それぞれ非患側に比べて有意
差を認めた。その他の群の蝸牛でも同様に患側に多く内リンパ水腫を認めた。また、メニエー
ル病確実例と突発性難聴の患側蝸牛および患側前庭を比較するとメニエール病に有意に多く内
リンパ水腫を認めた。突発性難聴例の患側耳では蝸牛66%、前庭41%に内リンパ水腫を認めた
が、非患側耳蝸牛52％、前庭38％にも内リンパ水腫が確認された。メニエール病疑い例、突発
性難聴、遅発性内リンパ水腫の患側と非患側の内リンパ水腫の有無に有意な差は認めなかっ
た。また、非患側耳の内リンパ水腫の割合は疾患群間で差を認めなかった。
【考察】一側性メニエール病の非患側耳の内リンパ水腫の割合は諸家の報告により様々である。
診断基準、年齢、罹患期間、平均聴力の差に加えてMRI評価法の違いによると考えられる。こ
れまで突発性難聴例の内リンパ水腫は二次性の変化と考えられてきたが、突発性難聴と内リン
パ水腫の関連が示唆されたという報告もある。本研究でも患側と非患側ともほぼ同様な割合で
内リンパ水腫を認めたことから、二次性の水腫が非患側耳にも生じた可能性や、一次性の水腫
が存在していた可能性が考えられる。
【結論】新基準に基づくメニエール病確実例、遅発性内リンパ水腫の患側耳全てに内リンパ水腫
を認め、その意義が明らかになった。突発性難聴における内リンパ水腫は、非患側耳の結果か
ら二次性の変化以外の要素の可能性が示唆された。

O-156



MRIで内耳に異常信号を認めためまいを伴う急性感音難聴の３例

大槻　周也、山崎　博司、岡野　高之、山本　典生、大森　孝一
京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頚部外科

【はじめに】突発性難聴は原因不明の「72時間以内に生じた隣り合う3周波数で各30dB以上の難
聴」（厚生労働省難治性聴覚障害に関する研究班、2015年）と定義され、そのうち約35%がめまい
を合併するとされる（鬼頭ら 2015）。その確定診断のためにはMRI検査等で聴神経腫瘍や脳梗
塞、外リンパ瘻など急性感音難聴をきたす他の疾患を除外する必要がある。今回我々は、2016
年3月から2017年6月までに一側の急性感音難聴を主訴に当院を受診し、入院にて加療した32例
のうち、後にMRI検査で内耳の病態を示唆する所見が得られた3例を検討する。
【症例】症例1（66 歳、女性）回転性めまいを伴う左急性感音難聴（当科初診時純音聴力　5分法
気導：右54dB・左111dB）MRI所見はT1強調画像やT2強調画像で内耳の信号強度に左右差を認
めず、内耳道・小脳橋角部に腫瘍性病変は認めなかった。fluid-attenuated inversion recovery
（FLAIR）画像で左前庭に高信号領域を認め、左内耳出血が疑われた。入院中に聴力は変化せ
ず、眼振は入院時に認めた安静時の左回り回旋性眼振から頭位変換で誘発される右向き水平眼
振へと変化した。症例2（66歳、男性）回転性めまいを伴う左急性感音難聴（当科初診時純音聴
力　5分法 気導：右22dB・左54dB）MRI所見はT1強調画像やT2強調画像で内耳の信号強度に
左右差を認めず、内耳道・小脳橋角部に腫瘍性病変は認めなかった。しかし、FLAIR画像で左
内耳全体が高信号を示し、内耳出血が疑われた。入院中に聴力は左54dBから40dBまで改善し、
眼振は入院時に認めた安静時の右向き水平眼振が緩徐に改善した。症例3（21歳、女性）めまい
を伴う左急性感音難聴（当科初診時純音聴力　5分法 気導：右12dB・左111dB）めまいを伴う左
突発性難聴として近医でステロイド治療を施行するも患側の聴力が悪化したため、当院を紹介
受診した。当院受診時にはめまいは改善していた。MRI検査では、左側の蝸牛、前庭、前庭水
管から後頭蓋窩にかけてT1強調画像とFLAIR画像で高信号領域を認めた。T1強調DIXON法脂
肪強調画像で同領域に高信号を認めたため、左後頭蓋窩から前庭水管を占拠する脂肪含有腫瘤
（類皮嚢胞など）が破裂して内耳内に進展した可能性が示唆された。入院中に聴力の変動は認め
なかった。なお、3症例全てで初期治療としてステロイド大量療法が施行された。頭部外傷の既
往や抗凝固薬の内服はなく、血液検査上も凝固異常は認めなかった。
【考察】めまいを伴う急性感音難聴の原因として、聴神経腫瘍や脳梗塞、外リンパ瘻の他に内耳
出血や内耳腫瘍などが挙げられる。腫瘍であれば手術や放射線治療等を考慮する必要があり、
脳梗塞、特に脳梗塞急性期であれば早期の治療が推奨される。内耳出血の場合は抗凝固薬での
増悪の可能性があり注意を要する。この様に急性感音難聴の原因疾患の同定は治療方針の決定
に重要であり、鑑別診断のためにMRI検査は最も有効な方法の一つと考えられる。今回検討し
た3例はいずれもT2強調画像で明らかな異常所見を認めなかったが、症例1と2ではFLAIR画像
で出血など内耳に高蛋白物質の存在が示唆され、症例3ではT1強調画像、FLAIR画像で腫瘍性
病変が疑われた。
【結語】急性感音難聴の原因検索として行うMRI検査では、内耳道や小脳橋角部病変の評価目的
でT2強調画像に注目することが多い。しかし、T2強調画像で明らかな左右差が無くてもT1強調
画像やFLAIR画像で内耳に異常所見を認める症例があり、内耳病変を正確に診断するためには
T1強調画像やFLAIR画像も不可欠である。特にめまいを伴う急性感音難聴では重篤な内耳病変
の存在が示唆され、MRI検査で同定できる内耳病変が難聴の原因となっている可能性がある。
今回の3症例はいずれもめまいを伴う急性感音難聴が初発症状であり、めまいを伴う急性感音難
聴の病態の推察や新しい疾患概念の確立にMRI検査を取り入れることの重要性が示唆された。
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側頭骨CTにて評価を行った難聴乳幼児の検討

北野　雅子 1、臼井　智子 1,2、竹内　万彦 1

1三重大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
2国立病院機構　三重病院　耳鼻咽喉科

【目的】
小児難聴の原因として蝸牛神経欠損や低形成、蝸牛神経管狭窄があり、その診断には側頭骨

ＣＴが有用である。聴性脳幹反応（ABR）や聴性定常波検査（ASSR）で難聴を認めた乳幼児に
対し、難聴の原因精査の一つとしてCT検査を施行し、その所見からみた乳幼児難聴の原因の傾
向、特徴を検討した。
【対象】
三重大学医学部附属病院にて、2011年1月から2017年5月の6年5カ月間にABR・ASSRにて難

聴を認め、側頭骨CT撮影を行った乳幼児45例（男児23例、女児22例）74耳を対象とした。両側
難聴29例（64％）58耳、一側性難聴16例（36％）16耳であった。
【方法】
難聴の診断は、ABR５波閾値40dBnHL以上か、ABR５波閾値が40dBnHL未満でもASSRで難

聴が疑われた場合とした。合併症、難聴の重症度、両側例と一側例の比較、両側難聴例の左右
差、内耳道狭窄・蝸牛神経管狭窄について検討した。内耳道狭窄は3mm以下、蝸牛神経管狭窄
は1.5mm以下とした。
【結果】

CT撮影時の平均年齢は6.0カ月（1ヵ月〜14カ月）であった。ABR・ASSRを行った契機は、
新生児聴覚スクリーニングrefer例が30例（67％）と最多であった。合併症として、Down症13
例、外耳道骨性閉鎖・狭窄6例、口蓋裂4例、奇形症候群2例などを認めた。ABRの結果での難聴
の程度は、軽度難聴（〜35dBnHL）13耳（18％）、中等度難聴（40〜65dBnHL）30耳（41％）、
高度難聴（70〜85dBnHL）11耳（15％）、重度難聴（90dBnHL〜）20耳（27％）であった。両
側難聴では軽度から中等度難聴が約70％を占めていた一方、一側性難聴では高度および重度難
聴が80％以上を占めていた。CTでは53耳（72％）に何らかの異常を認めた。一側性難聴は両側
難聴に比し、有意にCTでの異常を認める割合が高かった。両側難聴では中耳の異常所見例が多
く、一側性難聴では内耳異常・内耳道狭窄が約半数を占めていた。両側難聴では左右差
10dBnHL以下ではCTでの異常の有無や異常部位も左右同等であることが多く（84％）、左右差
15dBnHL以上ではCT所見でも左右差を認める例が大半であった。外耳道閉鎖・狭窄や中耳病変
があり伝音難聴が疑われる例を除いた感音難聴が疑われる36耳では、中等度難聴と重度難聴の
症例数が多く、重度難聴の79％に蝸牛神経管狭窄を認めた。蝸牛神経管狭窄群では圧倒的に重
度難聴が多い結果であった。蝸牛神経管狭窄は右7例、左3例、両側1例であった。
【考察】
小児一側性高度難聴の原因として、蝸牛神経欠損や低形成、蝸牛神経管狭窄は比較的高頻度

に認められると報告されている。一側性難聴に蝸牛神経管狭窄を認めた割合は56％であった。
また感音難聴が疑われる36耳で、重度難聴14例中11例79％に蝸牛神経管狭窄を認めた。重度感
音難聴例は蝸牛神経管狭窄を疑って画像を評価すべきと考える。今回はMRIでの評価ではなく
蝸牛神経欠損や低形成の評価はできていないため、蝸牛神経管狭窄を認めないなかにも、蝸牛
神経欠損や低形成例は含まれている可能性がある。そういう点でMRIでの評価は重要であり、
高度難聴例にはCTに加えてMRIでの評価も行うのが望ましいと考えるが、撮影時間や画像解像
度の問題があり、難聴の原因検索目的の画像診断として、CT・MRIのどちらを優先するべきか
は議論されている。一方、蝸牛神経管低形成・欠損例のなかにも、難聴が軽度のものもあり、
一概に高度難聴例ばかりではない。難聴重症度は、蝸牛神経径と相関しているとも報告されて
いる。CTにて難聴の原因を検索することは、その後の聴覚管理や治療において有用であり、早
期に原因が判明することで保護者の理解も得やすくなると考える。
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耳硬化症の高分解能CTにおける内耳道前壁憩室様所見の陽性率と
臨床像の検討

倉田奈都子 1、川島　慶之 1、伊藤　　卓 1、藤川　太郎 1、竹田　貴策 1、大岡　知樹 1、
野口　佳裕 2、喜多村　健 1,3、堤　　　剛 1

1東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科、2国際医療福祉大学　医学部　耳鼻咽喉科、
3茅ヶ崎中央病院

【はじめに】病理組織学的に耳嚢は3層構造からなり、中央層であるenchondral layerが耳硬化症
の好発部位である。CT上、骨脱灰像の最好発部位である前庭窓前方はenchondral layerの鼓室
端に当たる。一方、内側端は内耳道前壁に当たり、耳硬化症の好発部位になり得る。実際に耳
硬化症の側頭骨病理では、同部位の骨融解像が以前より報告されている。2006年に阿部らが耳
硬化症のCTにおける内耳道前壁の憩室様所見を報告しているが、症例数は少なく、他の臨床所
見との関連についての検討は行われていない。
【対象と方法】2003年から2016年までの期間に当科で手術を行い診断が確定した耳硬化症79例91
耳のうち高分解能CT所見が確認できた56例66耳に対し、耳硬化症に特徴的とされるCT所見
（内耳道前壁憩室様所見、前庭窓前方・蝸牛周囲の骨透過像、蝸牛窓の狭小化）と、臨床症状
（めまい・耳鳴）、術前・術後の聴力などとの関連につき検討した。対照として慢性中耳炎と外
耳道癌の健側を用いた。側頭骨CT軸位断にてwindow centerを 400HU、window width を
4000HUに設定し、中耳炎・難聴診療に10年以上従事している耳鼻咽喉科専門医3名が評価し
た。
【結果】耳硬化症群66耳（男18耳）の平均年齢は54.5歳、対照群248耳（男105耳）の平均年齢は
54.2歳であった。対照群においても内耳道前壁に陥凹を認める症例が存在したため、内耳道前壁
の陥凹が最も著明となる軸位断面にて内耳道前壁に接線を引き、陥凹部の入口部からの深さを
計測した。対照群に臨床的に耳硬化症を疑う症例はなかったことから、0.7mm以上を内耳道前
壁憩室様所見と定義した（図）。対照群では上記のいずれの所見も認めなかった。耳硬化症群で
は内耳道前壁憩室様所見は13耳（19.7%）、前庭窓前方の骨透過像は38耳（57.6％）、蝸牛周囲の
脱灰像は6耳（9.1％）、蝸牛窓の狭小化は5耳（7.6％）で陽性であった。単独で内耳道前壁憩室
様所見を認めた症例は1例2耳のみであった。臨床症状および年齢は、いずれのCT所見とも相関
を認めなかった。いずれかのCT所見を認める症例はいずれのCT所見も認めない症例に比較し
術前聴力が有意に悪かったが、各CT所見の有無は、術前聴力、聴力成績と関連を認めなかっ
た。
【まとめ】深さを0.7mm以上と定義すると、内耳道前壁憩室様所見は耳硬化症に特異的な所見で
あり、耳硬化症の19.7%に認めた。臨床症状や聴力との関連は認めなかったが、前庭窓前方の骨
透過像と併せて耳硬化症の診断に有用と考えられた。
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中耳真珠腫診療におけるnon Echo Planar拡散強調MRIの有用性と
偽陽性症例の検討

御子柴卓弥 1、新田　清一 1、坂本　耕二 1、中山　梨絵 1、岡田　峻史 1、小川　　郁 2

1済生会宇都宮病院　耳鼻咽喉科、2慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】
中耳真珠腫に対するnon Echo Planar拡散強調MRI（以下non EP DW）の有用性に関しては海外

を中心に複数の報告があり、近年国内でも報告が散見される。当科でも過去に中耳真珠腫診療にお
いてnon EP DWが質的診断と局在診断のいずれにも有用であることを報告している。そのため、当
科では中耳真珠腫診療に際し側頭骨CTと併用してnon EP DWを実施している。一方、中耳病変に
対しnon EP DWを実施し、高信号を示したものの手術を行い偽陽性であった症例も存在する。今
回、中耳真珠腫診療におけるnon EP DWの有用性につき症例数を増やし再検討を行い、さらに偽陽
性であった症例についても検討したので報告する。
【対象・方法】

2011年3月から2017年3月までに、当科で中耳病変に対しnon EP DWを実施し、その後手術を行っ
た185例195耳を対象とした。non EP DWで病変が脳実質と比較し高信号であったものを陽性、その
他を陰性とした。高信号病変が中耳・外耳と明らかに異なる部位に存在する場合は真珠腫以外によ
る高信号と判断し陰性とした。
【結果】

non EP DWの中耳真珠腫診断における感度は84.4%（151/179耳）、特異度は75.0%（12/16耳）、陽
性的中率は97.4%（151/155耳）、陰性的中率は30.0%（12/40耳）であった。偽陽性を示した4耳の内
訳は、液体貯留が2耳、コレステリン肉芽腫が1耳、炎症性肉芽が1耳であった。
【症例提示】

non EP DWにおいて偽陽性を示した症例を3例提示する。
症例1は73歳男性。15年前から滲出性中耳炎のため近医通院していたが、左耳痛・味覚障害・舌

の異常感覚が出現し、真珠腫を疑われ当科紹介となった。鼓膜所見上、左鼓膜弛緩部に陥凹を認
め、CT検査では、左上鼓室から乳突蜂巣にかけての軟部陰影とツチ骨の軽度の骨破壊を認めた。
non EP DWでは、左乳突洞から乳突蜂巣にかけて高信号病変を認めた。真珠腫を疑い手術を行った
が、non EP DWにおける高信号部位には上皮の進展を認めず、褐色調の貯留液と軽度の肉芽組織を
認めるのみであった。この症例においては、non EP DWにて高信号を示していた病変は液体貯留に
よるものと判断した。
症例2は45歳女性。10年前からの左難聴のため近医受診し真珠腫疑いで当科紹介となった。鼓膜

所見上、緊張部の鼓膜穿孔と弛緩部の陥凹を認めた。non EP DWでは左乳突洞内に高信号病変を認
めた。真珠腫を疑い手術を行ったものの、肉芽組織を認めるのみで上皮の進展は認めなかった。こ
の症例においては、non EP DWにて高信号を示していた病変は炎症性肉芽によるものと判断した。
症例3は47歳女性。5年前に当科で右真珠腫性中耳炎に対し、右鼓室形成術後。経過観察中に右外

耳道後上壁の腫脹を認めた。真珠腫再発を疑いnon EP DWを撮像したが高信号病変は認めなかっ
た。腫脹部位を試験穿刺すると暗褐色調の液体が吸引され、コレステリン結晶であったため、真珠
腫は否定的であった。その後コレステリン肉芽腫に対し手術を行う方針となり、術前にnon EP DW
を撮像したところ、右外耳道上壁と乳突蜂巣内の一部に高信号病変を認めた。手術所見では、乳突
腔内はコレステリン肉芽腫で充満していた。この症例においては、non EP DWにて高信号を示して
いた病変は、乳突腔内はコレステリン肉芽腫の一部、外耳道上壁は鼓膜所見から耳垢と判断した。
【考察】
今回の検討において、中耳真珠腫診療におけるnon EP DWの有用性が再確認された。感度・特異
度・陽性的中率は他の報告と比較しほぼ同様の結果となった。陰性的中率が低い理由の一つとし
て、当科では鼓膜所見やCT検査所見から中耳真珠腫を疑った場合にのみnon EP DWを実施してい
るため、真の陰性症例が少なかったことが挙げられる。一方、偽陽性であった症例の内訳は液体貯
留・コレステリン肉芽腫・炎症性肉芽であった。コレステリン肉芽腫は一般にMRIT1強調画像で高
信号を示すため真珠腫との鑑別が可能である。しかし、本検討における液体貯留や炎症性肉芽は真
珠腫と同様の信号を示し、鑑別困難であった。以上から、中耳真珠腫診療においてnon EP DWは有
用であるが、真珠腫との鑑別が困難な偽陽性症例も存在することに留意する必要があると考えられ
た。
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中高年期の脳容積と聴力の関係：
FreeSurferを用いた海馬－嗅内皮質系容積に関する検討

内田　育恵 1,2、杉浦　彩子 2,3、鈴木　宏和 2、植田　広海 1、曾根三千彦 4

1愛知医科大学　耳鼻咽喉科、2国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター　耳鼻咽喉科、
3豊田浄水こころのクリニック、

4名古屋大学大学院医学研究科　頭頸部感覚器外科学　耳鼻咽喉科

【はじめに】
近年、高齢者の難聴と認知機能低下の関連が注目されている。われわれは第118回日本耳鼻咽

喉科学会総会において、中高年地域住民のvoxel-based morphometryによる脳形態計測と聴力の
関係を検討し、聴力閾値上昇がいくつかの脳局所容積減少と有意に関連していることを報告し
た。今回さらに、難聴と認知機能低下の関連性に迫るため、記憶機能に重要な役割を果たし、
認知症の記憶障害とも関連の深い海馬－嗅内皮質系に焦点をあて、その容積と聴力との関係に
ついて検討した。
【方法】
『国立長寿医療研究センター－老化に関する長期縦断疫学研究（NILS-LSA）』第6次調査の40
歳から89歳の約2,000名の参加者を対象とした。脳領域容積の絶対値について詳細な測定値を得
る た め に 、 汎 用 ソ フ ト ウ エ ア の ひ と つ で あ る FreeSurfer 5.3 を 用 い た
［http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/］。3テスラMRI（Trio, Siemens）でMPRAGEにより撮像
された３次元T1強調画像をFreeSurferで処理して脳を領域毎に分割し、得られた個人の左右の
海馬と嗅内皮質総容積を個人の頭蓋内容積で割り、全被験者平均頭蓋容積を乗じることによっ
て標準化したものを分析に用いた。聴力は0.5，1，2，4kHzの４周波数平均気導聴力レベルを基
準とした良聴耳聴力レベルを用いた。解析はStatistical Analysis System（SAS）にて、目的変
数を海馬－嗅内皮質容積、説明変数を良聴耳平均聴力レベルと年齢として、性、教育年数を調
整変数とした一般線形モデルを行った（解析1）。さらに喫煙、飲酒や生活習慣病、Body Mass
Indexなど10の調整変数を追加したモデルも解析した（解析2）。
【結果】
解析に有効なサンプル数は解析1では2,187、解析2では2,006であった。解析1において良聴耳

平均聴力レベル（p＝0.0034）および、年齢（p＜0.0001）は、いずれも海馬・嗅内皮質総容積に
対して負の方向性で有意な効果を示し、また解析2において、聴力レベルと年齢のいずれも有意
性が保たれた。
【考察】
今回は、脳の関心領域として海馬－嗅内皮質系を取り上げ、聴力閾値上昇が年齢の効果と独

立して、脳容積減少と有意に関係しているという結果を得た。嗅内皮質は海馬傍回に位置し、
アルツハイマー病で最も早く神経細胞脱落が起こり萎縮のみられる部位であるがその容積は正
常でも２mlに満たないとされ、今回は海馬と併せた容積で評価した。本結果で、聴力レベルの
海馬－嗅内皮質系容積に対する効果が、多くの交絡要因を考慮しても有意に認められたことは
意義深い。海馬の萎縮については、容積が小さいことが常に病理学的な萎縮と同義とはいえな
いため、今後は、神経心理学的認知機能検査との組み合わせや縦断解析が課題である。
【謝辞】
研究の実施、データ解析にあたり、NILS-LSA調査参加者の皆様、調査スタッフ、国立長寿医

療研究センターNILS-LSA活用研究室、脳機能画像診断開発部脳機能診断研究室の皆様に心より
感謝申し上げます。本研究報告の一部において、JSPS科研費（課題番号26502016、16H03264）、
長寿医療研究開発費（28-2、28-40）の助成を受けたことを付記し、ここに謝意を表します。
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CTP検査の現状と今後

池園　哲郎 1、松田　　帆 1、新藤　　晋 1、星野　文隆 1、伊藤　彰紀 2、加瀬　康弘 1、
宇佐美真一 3、荒木隆一郎 4

1埼玉医科大学　耳鼻咽喉科、2埼玉医科大学　神経耳科、
3厚生労働省難治性聴覚障害に関する調査研究班代表研究者、

4埼玉医科大学　地域医学・医療センター

はじめに：
内耳性の難聴・めまいの多くは未だに原因不明で、突発性難聴やメニエール病も idiopathicな

疾患であり症候診断名である。我々は内耳特異的バイオマーカーCTPによる外リンパ漏出の生
化学的確定診断技術を開発し、病因学的な診断と治療のエビデンスの確立を目指している。外
リンパ瘻であれば手術による根治的治療という選択肢がありえる。

CTP検査について多くの問い合わせがあり、本発表では以下の項目にそって最新の情報を報
告する。
１　実用化
医薬品認定、保険収載を目的とする場合、半永久的に抗体供給が可能となるモノクローナル

抗体によるキットが望ましい。モノクローナル抗体ELISAキットによるCTP検査を開始予定
で、臨床性能試験（治験）の準備を行っている。
２　医師主導多施設共同研究について
受託検査会社SRL（株）、（株）アイビーエルの協力のもとで、実施している共同研究の課題、

必要な倫理審査などについて報告する。
３　偽陽性因子　偽陰性因子について
新規マーカーと新規生体材料中耳洗浄液の組みあわせであるCTP検査には今後検討を要する

様々な因子が存在するため基礎研究を実施している。
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圧外傷の既往が無い外リンパ瘻症例の検討

松田　　帆 1、新藤　　晋 1、星野　文隆 1、伊藤　彰紀 2、加瀬　康弘 1、荒木隆一郎 3、
宇佐美真一 4、池園　哲郎 1

1埼玉医科大学　耳鼻咽喉科、2埼玉医科大学　神経耳科、
3埼玉医科大学　地域医学・医療センター、

4厚生労働省難治性聴覚障害に関する調査研究班代表研究者

はじめに：
最近我々はCTP検査医師主導多施設共同研究で検査した497例の臨床的特徴を報告した。発症

の誘因で分類したカテゴリー２（外因性圧外傷）、３（内因性圧外傷）、４（誘因が無い idio-
pathic）のそれぞれの検体数を調べてみると、４が７割を占めていた。このことは国際的には最
も異論があるカテゴリー４に関する貴重なエビデンスを日本から発信できる可能性を示してい
る。
カテゴリー4症例では、前庭症状・眼振・流水様耳鳴、pop音、瘻孔症状、再発・変動・進行

性難聴のなどの特徴的な症候が検査適応基準であった。今回カテゴリー4の特徴を明らかにする
ため、特に発症30日以内にCTP検査を施行した症例した症例を対象として症状、検査所見の検
討を行った。
対象・方法：2014年4月〜2016年8月までの間にCTP検査を施行した769症例のうち、発症30日
以内に検査を施行したカテゴリー４を対象とした。対象症例のCTP検査結果、年齢、前庭症
状・眼振・瘻孔症状・pop音・流水様耳鳴の有無、聴力レベル、難聴経過について検討を行っ
た。
結果：CTP陽性率16％であった。症候診断名をみると殆どが突発性難聴であった。聴力経過で
は、難聴の突発発症後に変動・進行を認めた症例でCTP陽性例が多い結果だった（Fisherの正
確確率検定：p=0.027）。前庭症状・眼振・瘻孔症状・pop音・流水様耳鳴の有無、聴力レベルと
CTP検査の結果に有意な相関を認めなかった。
考察：
今回我々は従来から外リンパ瘻の聴覚症状として重要視されてきた変動・進行という特徴が

重要であることを客観的な生化学的検査を用いて初めて統計学的に示すことができた。また、
これまでは手術で漏出を確認した確実例のみでしか検討できなかったが、CTP検査は、外来で
検査可能であるという利点があり手術施行例以外も検討可能であり、より多くの症例を検討対
象とすることができた。
本研究は、後方視的研究であること、CTP検査の適応基準が医師によりまちまちであるこ

と、などの limitationがある。
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当科における外リンパ瘻症例の検討

安岡公美子 1、神前　英明 2、清水　猛史 2

1日野記念病院　耳鼻咽喉科、2滋賀医科大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】外リンパ瘻とは，何らかの原因で内耳の外リンパ腔と中耳の間に異常な交通が生
じ，難聴とめまいが生じる疾患である。確定診断には臨床症状に加えて，試験鼓室開放術によ
る外リンパの漏出の確認，あるいは外リンパ特異的蛋白（Cochlin-tomoprotein, CTP）の検出が
必要である。実際の臨床では，臨床症状から外リンパ瘻を疑い，保存的治療によって改善する
例もみられるため，CTP検査を行わなければ確定診断に至らない症例も多い。今回，滋賀医科
大学耳鼻咽喉科で経験した外リンパ瘻症例について検討を行ったので報告する。
【対象】2012年4月1日から2017年3月31日までの間に，滋賀医科大学耳鼻咽喉科を受診し，外リ
ンパ瘻を疑って治療した症例のうち，他疾患の確定診断例を除外した15名17耳を対象とした。
年齢(中央値)は40歳(9-70歳)，性別は男性8名，女性7名で，患側は右8耳，左9耳であった。外リ
ンパ瘻のカテゴリー分類と誘因はカテゴリー1が4名（26.7%，耳かき外傷2名，中耳奇形2名），
カテゴリー3が7名（46.7%，鼻かみ4名，重量物運搬2名，耳抜き2名），カテゴリー4が4名
（26.7％）であった。
【結果】保存的治療を行った疑い例（保存療法群）は7名7耳で，年齢（中央値）は54歳（14-70
歳），男性5名，女性2名，患側は右4耳，左3耳であった。手術を行った確実例（手術群）は8名
10耳で，年齢（中央値）は38歳（9-69歳），男性3名，女性5名，患側は右4耳，左6耳であった。
治療前聴力（4分法平均気導閾値）は保存療法群で25±12.8dB，手術群で63.8±18dB，治療後聴
力も保存療法群で16.3±6.8dB，手術群で33.8±18.4dBと有意に保存療法群のほうが良好であっ
た。めまいの程度が中等度以上であったものは，保存療法群で1耳（14.3%），手術群で6耳
（60%）であった。保存療法群の眼振は健側向き自発眼振が1耳，患側向き眼振が2耳，患側下の
頭位眼振が3耳であった。手術群では，健側向き自発眼振が2耳，患側下の頭位眼振が5耳であっ
た。瘻孔症状は保存療法群では認めず，手術群で3耳（30%）に認めた。総合重症度について
も，保存療法群では中等度以上が3耳（42.9%）であったのに対し，手術群では9耳（90%）とよ
り重症であった。また，発症から治療までの日数も，保存療法群では 3±4日，手術群では
7.5±53.3日と保存療法群のほうで早期に治療が開始される傾向にあった。手術群では，全例で
前庭窓からの外リンパ漏出が疑われ，前庭窓・蝸牛窓いずれも閉鎖術を行った。
【考察】今回の結果から，外リンパ瘻が疑われる場合，難聴やめまいの程度が軽度であれば保存
的加療で改善する傾向がみられた。一方，中等度以上の手術症例でも，発症から手術までの日
数が短ければ聴力が改善しやすい傾向がみられた。内因性の圧外傷による外リンパ瘻や，原因
不明の場合には保存的加療を優先し，無効な場合に手術を行う考え方もあるが，近年は発症か
ら手術までの時間が短いほど聴力が改善しやすいとする報告が多い。今回の検討でも同様の結
果であり，めまいや難聴の重症度が手術に踏み切るひとつの指針になると考えられた。
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慢性めまいを呈した２例の外リンパ瘻症例

石川　　徹 1、神崎　　晶 1、大石　直樹 1、藤岡　正人 1、粕谷　健人 1、西山　崇経 1、
野口　　勝 1、細谷　　誠 1、松田　　帆 2、池園　哲郎 2、小川　　郁 1

1慶應義塾大学病院　医学部　耳鼻咽喉科、2埼玉医科大学　耳鼻咽喉科学教室

【背景】外リンパ瘻は、中耳内耳疾患や圧外傷、労作などにより内耳リンパ腔と周辺臓器の間に
瘻孔を生じる疾患である。症状として、突発的な難聴やめまいを起こすことが多く、突発性難
聴などが疑われ、正確に診断を得られない例が多くあるとされている。今回我々は、診断が得
られず加療されていた難聴、めまいにつき、手術により外リンパ瘻の診断を得られた症例を２
例経験したので報告する。
【症例】症例１：75歳女性。主訴は難聴、耳鳴。18年前に介護における労作の後から難聴および
耳鳴が出現した。その10年後より誘因なくめまいを自覚するようになった。近医めまい外来に
通院していたが診断はつかず、最近難聴および耳鳴が増悪したため当科紹介となった。当科初
診時の聴力検査（0.5kHz, 1kHz, 2kHz, 4kHzの算術平均）で右26.3dB、左93.8dBの感音難聴を認
めた。非注視眼振や頭振眼振を認めなかったが、瘻孔症状陽性であった。外リンパ瘻を疑い、
内耳瘻孔閉鎖術を施行した。術中にリンパ液の漏出は明らかでなかったが、中耳洗浄液のCTP
が陽性（1.4ng/ml）となり、外リンパ瘻の診断に至った。正円窓および卵円窓を軟骨膜で被覆
し、術後2か月時点で患側聴力は90.0dBと改善を認めていないが、めまい症状は改善した。症例
２：17歳男性。主訴は難聴。小学校高学年の頃から高音域の難聴を指摘されていた。16歳時に
プールで耳抜きをした際に破裂音が聞こえ、その１か月後に難聴が出現。近医を受診したとこ
ろ53.8dBの左感音難聴を認め、突発性難聴としてステロイド点滴や高圧酸素療法を施行され
た。しかし入院経過中にめまい症状も出現し、以降もめまいの改善が乏しく瘻孔症状を認めた
ため、発症より３か月後に当科紹介となった。当科初診時には右8.8dB、左73.8dBであり、感音
難聴の進行を認めた。進行する難聴および瘻孔症状陽性のため外リンパ瘻を疑い手術を施行し
た。術中所見でアブミ骨底板周囲に水泡を認め、リンパ液の漏出が疑われた。また、中耳洗浄
液のCTPが陽性（0.75ng/ml）となり、判定基準上中間値だがほぼ陽性の価であった。アブミ骨
底板周囲を軟骨膜で被覆し、患側聴力は術後1年時点で70.0dBと改善を認めていないが、めまい
症状は消失した。
【考察】今回の症例は2例とも、慢性的なめまいを伴い難聴が進行していた。進行性の難聴は最
近の全国調査でもCTP陽性外リンパ瘻に統計的に有意な所見である。また、症例１では労作に
より、症例2では耳抜きという契機により発症したと考えられ、外リンパ瘻を疑い瘻孔症状を確
認し、手術により診断を得られた。このように突発性難聴という診断で原因不明のまま慢性的
に難聴やめまい症状を呈している患者の中に、外リンパ瘻症例が含まれている可能性がある。
誘因となる経過が判明していれば外リンパ瘻を疑う要素となるが、経過が長い症例では誘因が
はっきりしないことも多い。誘因の有無に関わらず、進行する難聴およびめまいを呈する症例
においては瘻孔症状を確認するべきである。ただし一般に外リンパ瘻では早期の治療により改
善が見込まれると考えられているが、めまい症状に関しては慢性例でも著明改善例があること
が報告されている。一方で聴力改善には未だ異論が多い。今回の症例も発症早期の診断はつか
ず、術後も聴力の回復はほぼ認められなかった。しかし両症例ともめまい症状は手術後に消失
しており、慢性経過例においても治療の有用性が示された。
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急性期をすぎてからの手術にも関わらず聴力改善が得られた
外傷性外リンパ瘻の一例

福増　一郎 1、村上　信五 2、井口　郁雄 1、江草憲太郎 1

1広島市立広島市民病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2名古屋市立大学病院　耳鼻いんこう科

受傷後1ヶ月半経過していたにもかかわらず、手術にて顕著な聴力改善が得られた外傷性外リ
ンパ瘻の1例を経験したので報告する。

X年2月16日右耳かき中に振り返った際、手が壁に当たり耳かき棒にて鼓膜穿孔。直後より耳
出血、めまい、嘔気・嘔吐が出現、翌17日近医を受診した。鼓膜穿孔と高度難聴を指摘され、
薬物治療を受けるも3週間後の3月7日の再診時、鼓膜穿孔が閉鎖しているにも関わらず高度混合
性難聴を呈していたため、精査加療目的に同月16日当院紹介受診となった。
標準純音聴力検査で右気導102.5dB（4分法）、骨導閾値の上昇を認め、側頭骨CTでは前庭と

半規管にairの混入を認めた。外傷性外リンパ瘻による空気塞栓の疑いにて同月30日に試験的鼓
室開放術を施行した。
術中、キヌタ－アブミ関節の離断とアブミ骨の前庭への嵌頓が確認された。嵌頓したアブミ

骨を抜去して側頭筋膜で内耳窓を閉鎖した後、摘出したキヌタ骨をトリミングしてコルメラを
作成しV型再建を行った。術後、めまいは速やかに消失して骨導閾値も改善、平均聴力は術後3
か月で102.5dBから36.3dBにまで改善した。
一般に外傷による外リンパ瘻では、聴力予後の観点からできるだけ早期に外科的治療に踏み

切るべきであるとされている。本症例では、受傷後1.ヶ月半経過していたため、手術によるめま
いの改善は期待できたが、聴力の改善までは期待していなかった。にもかかわらず上記のごと
く、顕著な聴力改善が得られた。
外リンパ瘻の聴力障害の原因として、内耳への出血や膜迷路の破綻、内リンパ水腫など様々

な病態が考えられているが、可逆性感音難聴の成因の一つに外リンパ腔の気泡の存在が報告さ
れている。
本症例の聴力改善について、文献的考察を含めて報告する。
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外リンパ瘻の画像診断

牧野　邦彦、越智　尚樹、李　　佳奈
新須磨病院　耳鼻咽喉科

はじめに　外リンパ瘻は日常生活上のありふれた行為によって生じ得る疾患でありながら、そ
の報告頻度は未だ少ない。我々は外リンパ瘻そのものが非常にありふれた疾患ではないかと考
え、常に外リンパ瘻を念頭において診療を行ってきた。新須磨病院の外リンパ瘻診断の流れと
して、特に髄液圧や内耳圧の増減に伴う所見を重視して、問診、仰臥位聴力検査、坐位と仰臥
位による眼振の変化を重視している。

2009年以降はCTやMRIの画像診断を外リンパ瘻の補助診断として活用し、診断の精度を上げ
てきた。その結果、2002年1月から2016年12月までの15年間に、両側性や再発性の手術件数を含
めると、当科で内耳窓閉鎖術を施行したのは607件となっている。
今回は新須磨病院での外リンパ瘻の画像診断にあたり、CTやMRI の画像の活用法について工

夫を加えたので報告する。
検査装置　CTはGE社製Revolution EVO 64列を使用し、ドイツ水平面に平行でスライス幅

0.625mm、マルチスライス64列で撮影している。またMRIはGE社製Discovery MR750w 3.0T
（Ver.25）を使用し、ドイツ水平面でスライス厚0.8mmのFIESTA画像で撮影している。

CT診断法　これまでは正円窓窩や卵円窓付近の液貯留像や内耳気腫の有無を中心に検討を加
えてきたが、判断に迷うところが多くあった。最近は卵円窓や正円窓窩に続く鼓室洞を重要観
察ポイントとして、診断している。外リンパ漏出が微量な時や、正円窓窩の形態が漏出した外
リンパが貯留をきたしにくい例では、画像で正円窓窩に外リンパ貯留を確認できないことがあ
る。そこでむしろ正円窓窩よりも後部（CT撮影時には下方になる）の鼓室洞での液貯留の有無
を観察することにしている。

CT+MRI診断法　内耳の撮影をCTとMRIともにドイツ水平面に平行に撮影することにより、
各撮影画像の断面をパソコン画面上で比較することが出来る。その結果、CTで卵円窓や正円窓
窩の位置を確認し、それをMRIのFIESTA画像と比較することにより、外リンパのような液体
成分が貯留の有無を検討している。CTでは短時間で撮影が終了するために外リンパ漏出が少な
い時でも、MRI では撮影時間が長くなり、必然的に外リンパ漏出は多くなる。

MRI3D画像診断法　MRI3D画像では正常例と外リンパ瘻症例を比較することで、卵円窓や正
円窓窩に貯留する外リンパを認識しやすくなり、外リンパ瘻の補助診断として有用である。
以上、新須磨病院ではCTとMRIの画像診断を外リンパ瘻診断の補助として活用し、診断効率

を上げている。
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アブミ骨陥入を伴う外傷性外リンパ瘻に対する
内視鏡下内耳窓閉鎖術

佐原　利人、松本　　有、星　雄二郎、樫尾　明憲、岩崎　真一、山岨　達也
東京大学医学部附属病院

【はじめに】外リンパ瘻は内耳の外リンパが中耳へ漏出する疾患であり、前庭症状や蝸牛症状を
呈する。誘因としては外傷性、奇形などの先天性、手術などによる医原性などがある。外傷性
外リンパ瘻はその中では比較的頻度は高く、頭部の打撲などによる介達性と耳掻きなどによる
直達性があり耳小骨連鎖に障害を来すこともある。今回我々は耳掻きによりアブミ骨陥入を伴
う外傷性外リンパ瘻をきたし、内視鏡下耳科手術（TEES）による内耳窓閉鎖術を施行した症例
を経験したので、文献的考察を加えて報告する。
【症例】67歳男性。左耳を耳掻きで受傷し直後より強い眩暈、難聴、嘔吐を認めた。翌朝も症状
の改善が見られず歩行困難のため当院救急外来受診。左鼓膜後上象限に穿孔を認め、頭位眼振
検査において左下頭位で増強する左向きの水平性定方向性眼振が見られた。側頭骨HRCTでは
アブミ骨底板後方が卵円窓へ陥入しており、また前庭内の気腫を認めた。外傷性外リンパ瘻の
診断で準緊急手術を勧めたが経済的理由から帰宅。受傷3日後に当科再診、純音聴力検査では最
大50dBのA-B gapを伴う76.3dBの混合性難聴を認め、頭位眼振検査、頭位変換眼振検査で方向
交代性上向性眼振（左下頭位＜右下頭位）を認め、左外側半規管型BPPV（クプラ結石症）を示
唆する所見であった。改めて入院、手術加療を勧めたが同理由により帰宅。受傷10日後の純音
聴力検査では左最大35dBのA-B gapを伴う87.5dBの混合性難聴を認め、左水平性定方向性眼振
がみられた。高額療養費制度について説明したところ経済的事情は解決した。同日入院、ヒド
ロコルチゾン投与を開始し、受傷11日目に内耳窓閉鎖術を施行した。手術所見では内視鏡下に
骨削開をせず鼓室内を観察し得た。術前CTの通り、アブミ骨底板と卵円窓の隙間からリンパ漏
出を認めた。正円窓からはリンパ漏出はなかった。耳小骨連鎖が保たれたままキヌタ骨長脚と
アブミ骨が後方へ偏位しており、アブミ骨底板の可動性は不良であった。Round window reflex
は認めなかった。アブミ骨の内陥がわずかなため陥入した後脚を押し上げるように整復を試み
たところ、内陥の程度はほぼ変わらなかったものの、底板の可動性は改善した。内耳障害を避
けるためそれ以上の操作はしないこととし、卵円窓、正円窓を結合組織で埋め手術終了とし
た。術後1日目に頭位眼振は消失し、術後2日目から眩暈症状も消失した。術後4日目の純音聴力
検査で左最大35dBのA-B gapを伴う87.5dBの混合性難聴を認め骨導聴力の改善は見られなかっ
た。術後8日目までヒドロコルチゾン投与して退院、外来通院となった。
【考察】外傷性外リンパ瘻の手術ではアブミ骨、卵円窓、正円窓への操作を要し、近年は良好な
視野などの有用性から内視鏡下に行われる機会が増えてきている。本症例でも骨削開は必要と
しなかった。アブミ骨の卵円窓陥入症例に対するアブミ骨操作については一定の見解は無い。
アブミ骨の偏位が軽度であれば内耳障害予防のためアブミ骨を摘出せずに、瘻孔の閉鎖を行う
ことが望ましいとする報告は複数見られる。また一方で、深く陥入した症例に関しては、アブ
ミ骨底板の陥入、固着の強い症例にアブミ骨摘出を施行し術後聴力の改善が得られたと報告が
ある。深い陥入について明確な定義はないが、アブミ骨可動制限がある場合やアブミ骨底板輪
状靱帯の結合が損なわれている場合に深い陥入としてアブミ骨摘出術が望ましいとする報告が
ある。いずれにせよアブミ骨偏位の状態をよく観察することが肝要であり、斜視鏡で近接拡大
視が可能なTEESは良い適応であるといえる。受傷後の手術時期については、アブミ骨陥入の浅
い症例の中には内耳窓の修復力の高さから経過観察を推奨する場合もある。しかし深い陥入の
場合には、適切な治療時期を逃すと聴力低下が進行し、時に聾に至るおそれがあるとして早期
の手術を勧める報告があり、特に約２週間程度は保存的治療を行い、効果が見られない場合に
試験的鼓室開放に踏み切るのが良いとするものもある。本症例においてはCT画像でアブミ骨底
板の陥入が確認できるほど深い陥入であり、整復を試みたが困難であったため内耳窓閉鎖術に
とどまった。
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メニエール病の難聴はなぜ進行するか？

高橋　正紘
横浜中央クリニック　めまいメニエール病センター

【目的】メニエール病のめまい発作と低音障害（低音部≧40dB）は、過去11年の集計から、スト
レス対策と有酸素運動の実践で、良好な成績が得られてきた。一方、高音障害（高音
部≧40dB）、全音域障害（全音域≧40dB）の予後は不良である。今回は、集計結果と長期観察
例の経過から、メ病難聴が進行する理由の解明を試みた。
【対象と方法】2017年3月末時点でdatabase入力のメ病患者は1,276名であった。初診時の罹病期
間、聴力、発症誘因を集計し、罹病期間別の聴力分布、両側障害の割合を求め、男女別の発症
誘因を集計した。さらに、聴力予後を左右する要因を示唆する症例を提示した。これらの結果
を総合し、メ病進行機序の仮説を提唱し、望ましい対策を示した。
【結果】初診時の全音域障害割合（％）は罹病期間対数に比例して増加し、高音障害の割合は全
罹病期間でほぼ一定であった。両側障害割合は罹病期間の延長で漸増した。長期観察症例1は前
施設を含め観察29年、現在77歳男性で、高度進行が有酸素運動1年で完治したが、心筋梗塞と安
静で難聴が再発し、聴力が運動量に依存していた。症例2は罹病・観察7年の42歳男性、一側難
聴の進行固定3年後に念願の就職を果たし、直後から難聴改善、現在治癒。症例3は観察22年の
57歳男性で、ストレス職場で一側高度進行し、他側は正常聴力を維持。
【考察】メ病患者をマスとして観察すると、罹病期間対数に比例して、全音域障害の割合が増加
し、両側障害の割合も漸増する規則性が再確認された。この一般則に影響を与える要因は、す
でに判明している1）患者の気質（我慢強く自己主張しない）、2）ストレスの強弱、3）有酸素
運動実践に加え、4）全身的体調不良や不活発生活、5）大きな満足や達成が関わることが判明
した。1）2）4）は自然治癒力を低下させ、3）5）は自然治癒力を高めると言える。
【まとめ】ストレス疾患はメ病の他に、過敏性腸症候群、不整脈・狭心症、うつ、脱毛他が知ら
れ、一旦発症すると反復進行しやすい。当施設のメ病患者の発症誘因は、男性は職場対人スト
レス・多忙、女性は家庭・家族関連の不和・トラブル、育児・兼業の多忙である。ストレス解
消がないと、矛先が自身臓器に向かい、恒常性低下で症状が発現する。自然治癒で軽快して
も、一旦症状が発現すると、同じ回路で同一症状を反復しやすくなり、症状が進行すると考え
られる。
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鼓膜換気チューブ留置術を施行したメニエール病難治例９例の
有効性の検討

羽生　健治 1、小川　恭生 1、塚原　清彰 2

1東京医科大学八王子医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
2東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頚部外科学分野

メニエール病は、内リンパ水腫を病態とし、難聴、耳鳴り、耳閉感などの聴覚症状を伴うめ
まい発作を反復する疾患である。治療としては、浸透圧利尿薬、内耳循環改善薬、ビタミン剤
を中心とする薬物療法と生活指導といった保存的治療が行われる。しかしながら、治療抵抗性
でめまい発作を反復する難治例が存在する。このような症例に対しては、中耳加圧治療、内リ
ンパ嚢開放術、選択的前庭機能破壊術といった侵襲性の高い外科的治療法が選択されることに
なる。メニエール病の病態は初期には可逆性であるので保存的治療が第一選択となるが、難治
例に対してむやみに保存的治療を継続するのは避けるべきである。しかしながら機能回復の可
能性はあるため機能廃絶を目的とした外科手術は避けたいところでもある。鼓膜換気チューブ
留置術は外来で施行可能な侵襲の低く、後遺障害も少ない外科的治療である。有効性において
も過去の報告で一定の効果が認められており、本邦のメニエール病難治例の治療指針でも、中
耳加圧療法、内リンパ嚢開放術、選択的前庭機能破壊術に先だって試みる価値がある治療法と
記載されている。当院では難治性のメニエール病患者の外科的治療の第一選択として鼓膜換気
チューブ留置術を施行している。当院で2015年1月から2017年6月までにメニエール病と診断し
た患者は46人であった。その内37人は保存的治療のみでコントロールが可能であった。しか
し、9例は難治例であり外科的治療が必要となった。9例は21歳から77歳（平均値55歳）であり
全例で鼓膜換気チューブ留置術を行った。観察期間は1ヶ月から22ヶ月（平均6.1ヶ月）であっ
た。7例（77.8％）はその後コントロール良好となり、追加の侵襲的な外科治療を必要としなか
った。2例（22.2%）は鼓膜換気チューブ留置のみではめまい発作のコントロールができなかっ
たため追加の外科的治療が必要であった。1例目は61歳、男性。鼓膜換気チューブ留置後もめま
い発作を繰り返したため、チューブ留置21日後にゲンタマイシン鼓室内投与を行った。本症例
は、左CPで、左聴力が4分法で70dBと高度難聴を認めていたため内リンパ嚢開放術ではなく、
選択的前庭機能破壊術を施行した。ゲンタマイシン投与は10mg/mlの低濃度で、1日おきに3回
投与した。投与後めまい発作のコントロールが可能となり追加の治療は行っていない。2例目は
77歳、女性。鼓膜換気チューブ留置5日後に体動困難で入院加療を要するめまい発作を起こしデ
カドロン鼓室内投与施行となった。本症例は高齢で全身麻酔での外科的処置に積極的でなかっ
たことと、患側聴力が4分法で33dBと保たれていたためデカドロン投与の選択となった。以上か
ら、メニエール病難治症例に対する鼓膜換気チューブ留置術の有効性が示唆された。今後は症
例数の増加と観察期間を伸ばしさらに詳細な検討を進めたいと考える。
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メニエール病非定型例（蝸牛型）の病態に関する考察
─フロセミド負荷VEMPによる検討─

瀬尾　　徹、白石　　功、小林　　功、藤田　　岳、斎藤　和也、土井　勝美
近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科

はじめに：メニエール病は、繰り返す回転性めまいに難聴・耳鳴・耳閉感などの蝸牛症状を伴
う内耳疾患である。その病態には、内リンパ水腫が密接に関与していると考えられている。一
方で、難聴・耳鳴・耳閉感などの聴覚症状の増悪・軽快を反復するが、めまい発作を伴わない
ものについては、本邦のメニエール病診療ガイドライン（2011年）ではメニエール病非定型例
（蝸牛型）と定義されている。一方で、2015年のバラニー学会による基準や2017年のフランス耳
鼻科学会によるガイドラインでは、回転性めまいを伴わないものについての記載はなく、メニ
エール病から除外されている。我々は、フロセミド投与前後の前庭誘発頸筋電位（cVEMP）の
振幅の変化によって内リンパ水腫の存在を推定できることを報告してきた（フロセミド負荷
VEMP）。メニエール病非定型例（蝸牛型）に対して、フロセミド負荷VEMPを施行し、内リン
パ水腫との関連を検討したので報告する。
対象と方法：メニエール病非定型例（蝸牛型）と診断されフロセミド負荷VEMPを実施しえた
10例（男女比6：4、年齢分布28から80歳）を対象とした。フロセミド負荷VEMPについては、
フロセミド20mg投与後におけるcVEMPのp13-n23頂点間振幅の改善率で評価した。振幅は平均
筋電位で補正した値を用い、改善率が14.2%以上を示したものを陽性とした。
結果：10例中7例（70%）でフロセミド負荷VEMPは陽性であった。陽性率は、年齢、聴力、罹
病期間とは関連しなかった。
考察：フロセミド負荷VEMPのメニエール病非定型例（蝸牛型）における陽性率は、メニエー
ル病確実例における陽性率（63%）と同等であり、内リンパ水腫の存在が示唆された。我々は、
めまい発作から時期が経過したものやめまい発作の頻度の少ないものほど、フロセミド負荷
VEMPにおいて高い陽性率を示すことを報告してきた。内リンパ水腫推定検査として、この結
果は一見奇異に思えるが、めまい発作に近い時期では破綻した膜迷路によりフロセミドの効果
が生じにくいことで説明できる。今回の結果をメニエール病確実例と比較すると、めまい発作
から14日以上離れているものやめまい発作が月平均1回以下のものなどめまい発作から遠ざかっ
ているものと同等の陽性率である。以上の結果より、メニエール病非定型例（蝸牛型）は、内
リンパ水腫をもつが膜迷路の破綻が生じていないものと考えられた。メニエール病を特発性内
リンパ水腫として考えるなら、メニエール病非定型例（蝸牛型）という概念は必要であると思
われる。
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新しい疾患概念としての前庭性片頭痛/メニエール病重複症候群

室伏　利久 1、坪田　雅仁 1、水津　亮太 1、北尾　恭子 1、鈴木　大士 1、
白馬　伸洋 1、吉村恵理子 2

1帝京大学溝口病院耳鼻咽喉科、2よしむら耳鼻咽喉科クリニック

前庭性片頭痛（vestibular migraine、VM）とメニエール病（MD）は、いずれも頻度の高い
疾患であり、また、新たな診断基準が近年Barany Societyからあいついで発表された。いずれの
疾患についても典型例に関して、診断は容易であるが、日常経験する症例のなかには、両者の
特徴をあわせもつものも散見される。これらの症例をいずれか一方の疾患としてしまうことに
は、無理があると考えられる。今回われわれは、両疾患の特徴をあわせもつ症例を前庭性片頭
痛/メニエール病重複症候群と仮称してその特徴について検討したので報告する。Inclusion cri-
teriaは、以下のごとくとした。1. 20分以上24時間以内の持続時間をもつ中等度から重度の自発
性の前庭症状が5回以上ある。2. 国際頭痛分類3βによって前兆のあるあるいは前兆のない片頭
痛と診断される片頭痛の病歴を有する。3. めまい発作の50％以上で片頭痛の特徴的症状を伴
う。4. 聴力検査で低音部から中音部に感音難聴が認められている。5. めまい発作に関連して患
側耳に変動性の症状（難聴、耳鳴または耳閉感）がある。VM、MDあるいはその重複症候群以
外に適切な診断がない。これらの診断基準を満たす症例が6例見出された。6例中5例が女性であ
り、年齢は31歳から54歳であった。病歴上の盗聴的な点は、いずれの症例も、前兆のある片頭
痛を有している点、6例中2例で家族歴が存在した点であった。検査結果における特徴は、
cVEMPが無反応であった症例を除いて通常の500Hz優位から内リンパ水腫を示唆する1000Hz優
位にシフトしている点であった。これらの特徴からは、前庭性片頭痛/メニエール病重複症候群
は、内リンパ水腫を伴う前庭性片頭痛であり、何らかの遺伝子異常にともなうチャンネル異常
により発症しているのではないかと推察された。
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メニエル病として治療されていた交通外傷後脳脊髄液減少症例

新谷　朋子 1,2、縫　　郁美 2、氷見　徹夫 2

1とも耳鼻科クリニック、2札幌医大耳鼻咽喉科

はじめに
近年，交通外傷後などに頭痛，めまい，集中困難，人格変化，不眠などの症状が長期間にわ

たり残存する外傷後症候群のなかに，交通外傷後脳脊髄液減少症と診断され，硬膜外自家血注
入療法で症状が改善・治癒する症例が多く報告されるようになった。今回，耳鳴、難聴、めま
いとメニエル病に類似した症状を呈し加療を受けるも難治性で，交通外傷後25年経過して脳脊
髄液減少症の診断を受け、聴力閾値の改善がみられた症例を報告する。
症例：47歳，女性．
主訴：めまい，耳鳴り，聴力低下，頭痛，頭重感，頚部痛，背部痛，腰痛，手足のしびれ，目
のかすみ，視力低下，顔面のしびれ，声が出にくい，胃もたれ，嘔気，動悸，物忘れ，集中力
低下，無気力，全身倦怠感，易疲労感，睡眠障害，アトピーの悪化，天気が悪くなる前に具合
が悪くなる，横になると症状が楽になる。
既往歴：喘息，心室性期外収縮，低血圧症，腎盂腎炎，薬剤アレルギー
現病歴：X-25年，乗用車の助手席に乗車中，衝突事故で受傷、全身打撲で，入院中から，めま
い，耳鳴り，聴力低下，頭痛，等の自覚症状があり退院後に悪化した．めまい，耳鳴り，聴力
低下は，他院耳鼻科を受診してメニエル病と診断を受けた。その後も聴力障害は進行性で、改
善がなく，難治性両側性メニエル病として治療されていた。脳CT，MRIでは異常所見はみられ
ず、片頭痛，慢性疲労症候群や自律神経失調症と診断されていた。X年、補聴器の調節を希望し
て当院を受診した。平均聴力右102.5dB、左63.8dBと右重度、左中等度の難聴をみとめた．自発
眼振、頭位眼振はみとめなかった。耳症状に加えて，毎日頭痛や全身倦怠感があり，日中はほ
ぼ横になって過ごしていた。夏場や，低気圧が通過する際に症状が増悪し、多彩な症状は増悪
軽減を繰り返しながら持続していた。交通外傷後脳脊髄液減少症を疑って，A脳神経クリニック
を受診した。頭痛には2種類あり，毎日出現する頭頂部の締めつけ感は起きていると増悪し臥位
で軽快するのは脳脊髄液減少症に特徴的な起立性頭痛で、もう1つは毎日出現するわけではない
が，拍動性の激しい頭痛で光過敏を伴い横になっても改善せず，片頭痛と診断された．下肢の
むくみに対してラシックスを服薬して血圧は96/60と低血圧であった．脱水は脳脊髄液減少症を
増悪させる可能性があるので，ラシックスを中止し水分とミネラルを多めに摂取するように指
導したところ，1週間後には頭の締めつけ感と音の聞こえに自覚的な改善があった。脳脊髄液漏
出検査として行った脊髄MRミエログラフィーではくも膜下腔下端から連続し正中に存在する硬
膜外高信号（水信号）病変を認め、硬膜外水信号病変がくも膜下腔と連続しているので，脳脊
髄液漏出の『強疑』、硬膜外生理食塩水注入試験に対する反応から脳脊髄液減少症の可能性が高
いと診断され、硬膜外自家血注入療法（C7/T1 20ml, L1/2 20ml, L5/S1 20ml）を施行された。
治療直後から頭痛が消失し，めまいと耳鳴りが軽減し，聞こえが改善、手術後６ヶ月後の聴力
検査で右76.3dB，左57.5dBと右聴力の改善がみられたが，左聴力には著変がなかった。その後
も聴力検査を繰り返したが，これ以上の回復は得られなかった。
考察
本症例では，めまい，難聴が利尿剤を中止し，水分とミネラルを多めに摂取することで，自

覚的な改善があり，硬膜外自家血注入療法により，めまいが消失し，右聴力が改善した。脳脊
髄液減少症で症状が起きるメカニズムは，従来は脳脊髄液不足のため脳が下垂し変形したり，
脳神経が牽引しされたりすることが原因と考えられ，聴力低下は聴神経の牽引が原因であると
考えられてきた。内リンパ腔は前庭水管，外リンパ腔は蝸牛水管を介して髄液圧の影響を受け
ている。外リンパは蝸牛水管で髄液と連続しているため，外リンパ圧は髄液圧の影響を特に受
け易い。髄液圧（量）が低下した症例では外リンパ圧（量）が低下して、相対的に内リンパ圧
が上昇し，メニエル症候群を呈したと推察された。

O-173



中耳真珠腫に伴う迷路瘻孔症例の検討

高橋　邦行、森田　由香、大島　伸介、窪田　　和、泉　　修司、堀井　　新
新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

はじめに
中耳真珠腫は骨破壊性に進行し、難聴、めまい、顔面神経麻痺などを生じる疾患である。真

珠腫により半規管、前庭、蝸牛などに瘻孔を生じている場合、手術による真珠腫の摘出操作に
より内耳障害を起こすことがあり注意を要するといわれる。そこで今回、術中所見により迷路
瘻孔が確認された中耳真珠腫症例について、瘻孔の程度と骨導聴力の関係について検討した。
対象と方法

2010年から2015年までの6年間に手術を行った後天性中耳真珠腫新鮮例207例214耳を対象と
し、手術所見、聴力検査所見から、迷路瘻孔が生じていた耳の割合、瘻孔が生じていた半規
管、瘻孔の深さと、手術前、手術後1年以上経過した後の骨導聴力の関係について検討した。瘻
孔の深さはDornhoffer & Milewskiの分類に従い、I（骨が薄くなり半規管内腔が透けて見えるが
骨は残存しているいわゆるブルーラインの状態）、IIa（骨欠損があるが内骨膜は残存し外リンパ
液の漏出がない状態）、IIb（内骨膜も破綻し、外リンパ液の漏出が見られる状態）、III（膜迷路
の破壊も見られる状態）とし、IIa以上を迷路瘻孔ありとした。瘻孔が複数の半規管で認められ
た場合は、深さが高度な方で分類した。また、術前骨導がスケールアウトであった3耳を除き、
術前の骨導聴力域値に比べ術後骨導聴力域値が10dB以上の改善がみられたものを骨導聴力改
善、10dB未満の変化であった場合を骨導聴力変化なし、10dB以上の悪化したものを骨導聴力悪
化とした。
結果
後天性中耳真珠腫214耳中、迷路瘻孔を生じていた症例は20例20耳（9.3％）であった。瘻孔が

1つの半規管に生じていたのが14耳で、外側半規管12耳、上半規管2耳であった。2つの半規管に
生じていたのが5耳で、外側半規管＋上半規管が3耳、外側半規管＋後半規管2耳であった。1耳
は全半規管が破壊され前庭まで瘻孔を認めた。瘻孔の深さは IIa 8耳、IIb 4耳、III 8耳であっ
た。手術前後の骨導聴力の変化では、1耳で骨導聴力が改善、14耳が変化なし、2耳が悪化して
いた。
考察
当科で行った後天性中耳真珠腫症例のうち、迷路瘻孔を生じていたのは全体の9.3％であり、

これまでの報告と同程度であった。手術前後の骨導聴力は多くの症例で変化がなかったが、改
善が1耳、悪化が2耳にみられた。術前の画像診断を正確に行い、適切な操作による真珠腫摘出
を行えば、迷路瘻孔がある症例でも多くの場合骨導聴力が温存できることがわかった。
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当院の半規管瘻孔を伴う中耳真珠腫症例の検討

矢間　敬章 1、國本　泰臣 1、長谷川賢作 2、久家　純子 1、竹内　裕美 1

1鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、
2日本医科大学千葉北総病院耳鼻咽喉科

【はじめに】
中耳真珠腫の半規管瘻孔合併例は、中耳真珠腫の進展度分類でstage IIIに含まれる重要な合併

症であり、手術中に膜迷路が破綻すると高度感音難聴や耳鳴、めまいなどの内耳障害が生ずる
危険がある。高解像度CTの普及に伴い術前診断の精度は向上しており、シミュレーションが以
前より容易となってきているが、術者には大きなストレスがかかることには変わりなく、慎重
さを求められる手術となる。今回われわれは当院で経験した半規管瘻孔を伴う真珠腫の手術症
例において、瘻孔の部位や深達度、聴力改善成績、術前後の骨導聴力の変化、前庭症状につい
ての検討を行った。
【対象と方法】
対象は2006年6月から2016年5月までの10年間、当院で中耳真珠腫に対する手術加療を行った

症例のうち半規管瘻孔を伴う12症例とした。弛緩部型真珠腫は11例、先天性真珠腫は1例であっ
た。半規管瘻孔の深達度については、Milewskiの分類に従って分類した。このうち伝音再建を
行い、術後1年以上追跡が可能であったのは8例で、聴力改善成績は日本耳科学会で提唱された
「伝音再建後の術後聴力成績判定基準（2010）」を用いて判定した。骨導聴力の評価は、平均骨
導聴力が術前に比べ術後に10dB以上増悪したものを悪化とし、±9dB以内の骨導聴力の変化を
不変、10dB以上改善したものを改善とした。術前後の前庭症状についてはめまいの自覚の有無
を指標とした。瘻孔の処理は一期的に真珠腫母膜を剥離除去した後に、筋膜や薄切軟骨、骨パ
テを使用して閉鎖し、場合によっては筋弁を充填した。
【結果】
半規管瘻の深達度は、Iが2例、IIaが6例、IIbが2例、IIIが2例であった。瘻孔の場所は外側半

規管が9例、上半規管が1例、外側半規管と上半規管両方に存在したのが2例であった。術後聴力
改善成績は、8例中5例において成功であり、成功率は62.5%であった。不成功の症例では、半規
管瘻孔だけでなく、真珠腫進展度分類stage IIIで挙げられる鼓膜全癒着や外耳道後壁の広範な破
壊といった合併症状の重複が見られた。術前後の骨導聴力は9例で評価可能であった。悪化を認
めたものは深達度IIbの2例であった。改善を認めたのはIIaの1例のみで、残りの6例は不変であ
った。前庭症状については深達度IIbの1例のみ浮動感が残存した。その他の11例は、術後一時的
な浮動感を生じたものも見られたが、後遺症を残さなかった。
【結語】
中耳真珠腫による半規管瘻孔は、術前の十分な評価と術中の適切な処理を行えば術後聴力成

績は良好な結果を保つことが可能であるとの報告を散見する。当科の症例で骨導聴力閾値が上
昇していたのは術中リンパ漏を認めた IIb症例のみであった。その他の症例では骨導聴力閾値の
改善および温存が出来ており、改善を認めた1例はopen typeの真珠腫が鼓室壁や顔面神経窩に
広く進展し、耳小骨もカリエス状になっていたため、伝音連鎖は硬化状態にあったと予想さ
れ、これが解放されたことで慣性骨導の改善が得られたと考えられた。
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術後耳に生じた内耳瘻孔を伴う真珠腫性中耳炎例の検討

中平　真衣 1、三浦　　誠 1、暁　久美子 1、山田光一郎 1、木村　俊哉 1、林　　泰之 1、
谷上　由城 1、池田　浩己 1,2

1日本赤十字社　和歌山医療センター　耳鼻咽喉科、2池田耳鼻いんこう科院

【はじめに】内耳瘻孔は真珠腫性中耳炎の合併症の一つとして知られ、5-10％の頻度で認められ
るとする報告が多い。瘻孔症状を伴い、めまい・高度感音難聴など明らかな内耳障害を呈する
場合から自覚症状に乏しいものまで臨床像は様々で、真珠腫初回手術例、術後耳手術例いずれ
にも起こりうる。初回手術例と比べ、術後耳に真珠腫が生じた場合には、病変の進展形式が異
なるために容易に瘻孔を生じる可能性や鼓膜所見が不明瞭であったり、画像所見が術後変化と
紛らわしいために診断が難しい可能性がある。そこで、今回当科で経験した術後耳に生じた内
耳瘻孔を伴う真珠腫性中耳炎例の検討を行った。
【対象と方法】当科で2009年4月から2017年3月までに手術加療を行った真珠腫性中耳炎は240例
で、初回手術例は181例、術後耳手術例は59例であった。内耳瘻孔合併例は26例26耳で、初回例
は15例（8％）、術後例は11例（19％）であった。術後耳の内耳瘻孔例について、聴力、めま
い、瘻孔症状、眼振所見、瘻孔部位、進達度などを初回手術例の内耳瘻孔合併例と比較検討し
た。
【結果】内耳瘻孔合併例は術後例で初回例に比べ有意に多かった（p＜0.05）。術後例（11例）の
年齢は48歳から86歳で、前回手術からの期間は4年10ヶ月から約70年（平均26年7ヶ月）で、前
回手術病名は真珠腫が 4例、慢性中耳炎が 2例、不詳が 5例であった。術前平均骨導聴力は
43.5dB、術直後平均骨導聴力は43.3dB、1年後平均骨導聴力（9例で検討）は46.9dBであった。術
直後に10dB以上の聴力悪化を認めた症例はなく、10dB以上の改善を認めた例が1例あった。ま
た術1年後の骨導聴力では10dB以上の悪化例を1例、10dB以上の改善例を2例認めた。自覚的め
まいもしくは瘻孔現象は初回例で6/15例に、術後例で8/11例に認め、術前眼振は初回例で10/15
例に、術後例で9/11例に認めた。瘻孔部位は初回例（15例）で外側半規管が14例、蝸牛が1例で
あり、術後例（11例）は外側半規管が7例、外側半規管＋前庭が2例、外側半規管＋蝸牛が1例、
前庭が1例であった。初回例の進達度はDornhofferとMilewskiの分類でI: 7例、II: 8例、大きさは
1mm以下が6例、1-2mmが6例、2mmを超える例が3例であった。一方術耳ではI: 1例、II: 7例、
I＋II（瘻孔2箇所例）: 2例、III: 1例、大きさは1mm以下が2例、1-2mmが1例、2mmを超える例
が8例あった。
【考察】今回の検討で、術後耳に生じた真珠腫性中耳炎では初回手術例に比べて有意に内耳瘻孔
例の割合が高いことが示された。さらに瘻孔進達度の進んだ大きな瘻孔例が多く、めまいや瘻
孔現象の頻度が高かった。術後耳では前回の手術所見が不明なことが多く、鼓膜所見から真珠
腫の診断がつきにくい場合や、画像検査で術後変化と病的所見が鑑別困難な場合もあるため、
めまい等を自覚して初めて真珠腫の存在に気付く進行例が多いことを示唆すると思われた。ま
た術後耳例でも術後骨導聴力は概ね保たれ、安全な手術が可能であった。
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顔面神経麻痺を来した真珠腫性中耳炎（Stage３）５症例の検討

佐藤　　崇 1、太田　有美 1、今井　貴夫 1、岡崎　鈴代 2、大崎　康宏 1、
森鼻　哲生 1,3、猪原　秀典 1

1大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、
2大阪市立総合医療センター　耳鼻咽喉科、3大阪医療センター

日常診療で耳炎性の顔面神経麻痺に遭遇する機会は少ない。その多くは急性中耳炎が原因で
あり、真珠腫性中耳炎による顔面神経麻痺を経験することは稀である。時折遭遇した際には、
治療（手術）のタイミングなどを思案することがある。今回、我々は2015年4月から2017年3月
の間に5例の真珠腫による耳炎性顔面神経麻痺を経験した。顔面神経麻痺症状を来した症例での
術中の特徴的な所見がないかどうかを評価し、これら症例経過から顔面神経麻痺の病態および
治療時期について、検討した。

5耳（5症例）の年齢は、29歳から82歳（平均49.6歳）、男性3例、女性2例であった。5症例の
内、2例は真珠腫性中耳炎と診断されるも経過観察中に顔面神経麻痺を発症した症例であり、残
り3例は、顔面神経麻痺を契機に真珠腫性中耳炎の診断となった。全例とも、鼓膜所見および画
像所見（中内耳CT）から真珠腫性中耳炎が原因の顔面神経麻痺と診断し、当科受診してから3
日以内に手術加療を行った。

5例中3例は、顔面神経麻痺を発症後、他院受診後　数日以内に当院へ紹介受診となり、当院
初診時の顔面神経麻痺スコアはいずれも不全麻痺であった。これら3症例とも術後6か月の段階
で、顔面神経麻痺は治癒した。残りの2例は、他院にて顔面神経麻痺に対するステロイド治療を
実施後、発症10日以上経過して当科へ紹介となった。当科初診時　1例は不全麻痺であり、残り
の1例は完全麻痺であった。不全麻痺症例は、術後3か月の段階で治癒したが、完全麻痺症例で
は、術後半年の段階で顔面神経麻痺スコア10点と回復に乏しかった。手術での所見では、いず
れの症例でも顔面神経管の膝部から水平部、第2膝部のいずれかの部分で骨欠損を認めており、
真珠腫で取り囲まれていた。神経断裂を来した症例はなかった。
真珠腫による顔面神経麻痺の発症機序として、1つは、真珠腫による直接の圧迫により、もう

1つは周囲の炎症が直接神経に波及し、神経が急性炎症を起こすことによるうっ血などにより生
じると考えられている。根治治療として手術による真珠腫の除去が必要である。手術の時期に
関しては、高度麻痺を来した症例は麻痺発症後2週間以内に行うべきとの報告がある。今回の高
度麻痺症例では、治癒しなかったことからも不全麻痺であっても真珠腫が原因と考えられる場
合は、即座に手術をした方が望ましいと考えられた。また、Bell麻痺と診断され手術加療が遅れ
た耳炎性顔面神経麻痺の報告もあることから、顔面神経麻痺が真珠腫性中耳炎の主訴になる例
は少ないが、過去に中耳手術歴がある場合や幼少時から片側難聴がある場合には特に、顔面神
経麻痺を呈する病態として真珠腫は常に考慮しておく必要がある。
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側頭骨内合併症を伴った後天性真珠腫の対応

吉田　尚生、平塚　康之、山崎　博司、草野　純子、北野　正之、山口　智之
大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】側頭骨内合併症または随伴症状を伴う真珠腫は中耳進展度分類2015年案にてStage
IIIに分類された。高度進行病変が多く治療困難であるため、病態に応じた治療方法の検証が必
要である。今回我々は後天性真珠腫Stage IIIにおける臨床検討をおこなったため、若干の文献
的考察を加えて報告する。
【対象】2011年1月から2016年5月までの間に、大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科で鼓室形
成術を施行し，術後1年以上（段階的手術の場合は、第2次手術から1年以上）の経過観察が可能
であった後天性真珠腫 232耳のうちStage III 30耳を対象とした。
【方法】側頭骨内合併症は、中耳真珠腫進展度分類2015年案に基づき、顔面神経麻痺（以下
FP）、迷路瘻孔（母膜を内骨膜から容易に剥離できない状態）（以下LF）、高度内耳障害（以下
LD）、外耳道後壁の広汎な破壊（以下CW）、鼓膜全面の癒着病変（以下AO）、錐体部・頭蓋底
の広範な破壊（以下PD）の６つに分類した。術後聴力成績判定基準2000年案、又は2010年案の
どちらかを満たすものを聴力改善とした。
【結果】疾患別の頻度は、弛緩部型真珠腫145耳中12耳（8％）、緊張部型真珠腫46耳中10耳
（22％）、二次性真珠腫20耳中1耳（5％）、複合型及び分類不能型21耳中7耳（33％）であった。
側頭骨内合併症及び随伴症状の頻度はFP: 2耳、LF: 10耳、LD: 5耳、CW: 14耳、AO: 11耳、PD:
6耳であった。術後2年聴力改善率は術前LD例を除くと全体で66％であった。また、再発率は
Stage III全体の10%（3耳）であった。
【考察】当科の治療方針は、可能な限りCanal wall up法を選択し、真珠腫母膜の連続性を維持し
たまま感染粘膜も含めた形で一塊摘出を心掛けている。また、母膜の連続性が破綻した場合は
段階手術とする。また、伝音再建材料の第一選択は自家耳小骨としているが、骨破壊や炎症の
ため使用できない場合はハイドロキシアパタイト製の人工耳小骨を使用している。　病態別の
対応を検討したので次に示す。FP例の麻痺寛解率は50％であった。自験の改善例はFP発症1週
間以内に手術したのに対し、非改善例は他院にてステロイド治療後、3カ月間経過観察をしてい
た際に耳漏で真珠腫が発覚した例であった。麻痺改善は早期治療例で良好との報告もあり、自
験例の症例数は少ないが、FP例は早急に手術することが重要であることが示唆された。LF例に
対しては、半規管への侵襲を最小限とするよう心がけており、片手でカウンターをかけ、鋭的
に真珠腫母膜を剥離する。その際、膜迷路が破綻しても早急に対応できるように、脂肪・筋膜
などの軟組織は前もって確保している。真珠腫摘出後は自家軟骨や骨パテで瘻孔部を覆いフィ
ブリン糊で固定する。これにより、不良な組織が半規管内に入り込むことや、瘻孔症状を防ぐ
ことを意図している。小瘻孔であれば聴力保存は可能とされており、LD合併3耳を除いた8耳の
術後骨導は改善37.5％（3耳）、不変37.5％（3耳）、悪化25％（2耳）で概ね良好な結果であった。
LD例に対しては、中耳根治術2例だったが、3例で耳小骨再建を行っている。理由としては、聴
力改善が主な目的ではなく、再形成性再発や陥凹を防ぐ「柱」としての役割を期待している。
この方法での再発は認めなかった。PD例のうち錐体尖真珠腫は極めて稀で1例のみであった。
症例を提示する。65歳男性の迷路上型錐体尖真珠腫。患側は聾で半規管麻痺を認めたため、経
迷路的にアプローチした。巨大な真珠腫で癒着も強く、母膜の連続性が不明瞭であったため、
一塊摘出は断念した。大きく開放したcavityに対して、乳突充填術や外耳道閉鎖術の良好な報告
もあるが、本症例では遺残性再発の可能性が高く、充填術後再発はさらに困難となるため、外
耳道入口部を拡大し容易に観察や処置ができるようにした。現在、術後1年以上経過したが、乾
燥耳となっている。当科における後天性真珠腫Stage III例の治療成績は諸家の報告と比べても
遜色なく、当科の治療方針は妥当であると考える。
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中耳に骨欠損のあった高齢者鼓室形成術症例
─蝸牛瘻孔例とＳ状静脈洞露出例─

中江　　進
社会医療法人生長会　ベルランド総合病院　耳鼻咽喉科

はじめに
経過の長い高齢者の中耳手術では骨欠損のため、思わぬ危険に遭遇することがある。最近10年間の70歳以上の
鼓室形成術210耳のうち中耳に骨欠損を認めたものは77耳あり、その部位は硬膜28耳、顔面神経25耳、外側半規
管18耳、S状静脈洞4耳、蝸牛2耳の順であった。合併症の危険性があった蝸牛瘻孔例とＳ状静脈洞露出例を報告
する。
症例
蝸牛瘻孔例
症例１ 76歳　男性　
主訴：両耳漏、乳突腔症状
現病歴・現症：50年前に両側中耳根本手術を受けた。入口部形成は施行されていない。鼓膜は右が癒着、左は大
穿孔。気導聴力は右scale out, 左86,7dB。両側とも乳突腔症状あり。まず左耳再手術（IIIｃ）を施行し、術後聴
力は60dBまで改善、乳突腔症状も消失した。１年後、右再手術を希望した。聴力改善は望めないことを説明
し、乳突腔症状改善のため手術を施行した。
手術所見：鼓室岬角の上皮を剥離していると、骨の感覚がなくなり蝸牛の骨欠損すなわち蝸牛瘻孔が明らかにな
った。綿球で膜蝸牛表面の上皮を剥離除去し、脂肪、耳珠軟骨にて膜蝸牛を被覆した。
経過：乳突腔症状は解消した
S状静脈洞の露出例
症例２ 78歳　男性
主訴　右耳漏、真珠腫
現病歴：前医は５年以上、debrisの清掃のみを行っていた。耳痛のため手術を希望した
現症：後壁は広汎に欠損し、乳突腔はdebrisが堆積し乳突蜂巣は腐骨様であった。鼓膜緊張部は正常であり、術
前聴力は28,3dBと良かった。
手術所見：真珠腫はdigastric ridge の下方にまで進展していた。debrisを除去するとS状静脈洞は骨欠損し、広
汎に露出していた。S状静脈洞表面の母膜を慎重に除去した。筋膜にて被覆し、IIIｃcanal downとした。
経過：上皮化乾燥し、聴力低下はきたさなかった。
症例３ 72歳 女性
主訴　右耳漏、真珠腫
現病歴：真珠腫を指摘されていたが、放置。耳痛のため手術を希望した。
現症；弛緩部真珠腫で鼓膜癒着がある。右聴力は63,3dB。
手術所見：真珠腫を郭清すると乳突下方にS状静脈洞の一部が露出していた。耳珠軟骨で後壁再建し IIIｃCanal
down and canal reconstructionとした。
経過：聴力は58,3dBまで改善
考案
高齢者の炎症性中耳疾患では罹病期間が長く、炎症による骨破壊の程度も強いので中耳の重要部位が露出して
いることがしばしばある。半規管瘻孔や顔面神経の露出だけでなく、S状静脈洞の露出や蝸牛瘻孔例もあり危険
である。高齢者の場合はとくに骨欠損に留意し、術前CTの詳細なチェックや、十分な術前説明が必要であろ
う。
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Only hearing earについての検討

桂　　弘和、三代　康雄、美内　慎也、池畑　美樹、阪上　雅史
兵庫医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科

【はじめに】対側耳が高度難聴である一側聴耳（only hearing ear）の場合、手術操作は特に慎重
を要する。それは、耳小骨操作、特にアブミ骨周辺の操作、瘻孔の処理、ドリルの振動などに
よる感音性難聴の危険性が少ないながらも存在するためで、難聴が生じた場合、日常生活にお
いて大きなハンディキャップとなりうるためである。さらにonly hearing ear そのものが高度混
合難聴の場合、耳科手術医にとっては最もチャレンジングな手術の一つと言える。今回我々は
約20年間に当科でおこなったonly hearing earに対する手術について検討を行ったので報告す
る。
【対象】1997年から2014年までの18年間に兵庫医科大学耳鼻咽喉科で手術を行った一側聴耳46耳
を対象とした。これは同時期に手術を行った全耳疾患患者（4430例）の1.0%であった。一側聴
耳（only hearing ear）の定義は対側耳の聴力が90dB以上（3分法）の症例とした。Only hearing
earに対する手術の要因は慢性穿孔性中耳炎29例、真珠腫性中耳炎13例、癒着性中耳炎3例、術
後耳１例であった。真珠腫性中耳炎で半規管瘻孔を伴う症例は２例であった。男性20例、女性
26例で、年齢は20歳-78歳（中央値66歳）、観察期間は1-197か月（中央値47ヶ月）であった。
【結果】対側聾の原因は、慢性中耳炎13例、術後耳14例、真珠腫性中耳炎6例、進行性混合性難
聴1例、先天性難聴1例、癒着性中耳炎3例、感音難聴7例であった。慢性穿孔性中耳炎29例に対
しては接着法11例（37.9%）、鼓室形成術18例（62.1%）で、初回手術での鼓膜閉鎖率は90.0%
（26/29）であった。全例乳突削開術は施行しなかった。真珠腫性中耳炎11例に対してはcanal
wall down法が9例、canal wall up法が2例であった。連鎖再建法はIIIc型4例、IVc型4例、Bondy
手術で耳小骨の再建を行わなかった症例が3例であった。術後の聴力判定は最終受診時の聴力を
使用した。慢性穿孔性中耳炎（n=26）での良聴耳術前会話領域の3分法による術前平均気導聴力
は62.4 ± 24.5dB（平均 ± 標準偏差）、術後平均気導聴力は53.0 ± 24.9dBであった。真珠腫性中
耳炎（n=11）では、術前平均気導聴力は71.7 ± 24.1dB、術後平均気導聴力は74.2 ± 25.5dBであ
った。慢性穿孔性中耳炎の日本耳科学会2010年案による聴力改善成功率は、術前骨導を用いた
もので69％（18/26）、術後骨導を用いたもので４周波数20dB以内の症例は61％（14/23）であっ
た。術前に補聴器を装着していた症例は19症例で、そのなかの１症例は繰り返す耳漏のため気
導補聴器が困難なため骨導補聴器を使用していたが、術後は気導補聴器を使用できた。術後に
気導補聴器なしで日常生活を送ることができるようになった症例は5例であった。術前に高度混
合性難聴を認めた症例では、術前には補聴器を用いても十分な聴力を得られなかったが、術後
気導補聴器を装着して日常会話が可能になった。
【まとめ】Only hearing earの手術は患者にとって非常に精神的負荷のかかる手術で不安も大き
い。術前から普段の手術以上に患者との信頼関係を築くことが重要であると考えられた。
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視覚障害者に対する中耳手術症例についての検討

兵頭　　純、柳原　尚明、暁　　清文、高橋　宏尚、貞本　昌規
鷹の子病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
視覚障害者にとって聴覚は重要なコミュニケーション手段であり、視覚障害者に中耳炎を生

じると、耳漏による不快感のみでなく聴覚によるコミュニケーション手段が奪われることにな
り、QOLの低下につながる。今回、我々は介助者の支援が必要な視覚障害者の慢性中耳炎に対
し、聴力改善を目的とした中耳手術を行った症例を6例経験したので、術後聴力に対する患者の
感想を含めて症例を提示しながら報告し、視覚障害者に対する中耳手術の適応と注意点につい
て述べる。
【症例】

6症例のうち3症例（症例1、2、3）は一側の慢性中耳炎症例であり、残りの3例（症例4、5、
6）は両側の慢性中耳炎症例である。症例1は77歳の女性、緑内障、視神経萎縮による両側指数
弁の視覚障害者の鼓膜全穿孔例である。薄切軟骨による鼓膜形成術を行った。症例2は56歳の男
性、網膜色素変性症による光覚弁の視覚障害者の慢性中耳炎例である。キヌタ骨、アブミ骨上
部構造消失しており、後鼓室開放術を併用した外耳道後壁保存型鼓室形成術を施行した。症例3
は58歳、網膜色素変性症による両側手動弁の視覚障害者で、兎唇、口蓋裂術後で、耳漏の続く
慢性中耳炎例である。後鼓室開放術を併用した接着法による鼓膜形成術（湯浅法）を施行し
た。この3症例いずれも術後特に問題なく治療目的を達成できた。3症例ともヒアリングにて方
向感覚や距離感の改善を自覚し、生活の質の改善がもたらされたとのことであった。
他の3例は両耳罹患例である。症例4は57歳女性、左が全盲、右が弱視の慢性中耳炎症例であ

る。乳突削開術と湯浅法を行った。症例5は原因不明の光覚弁の視覚障害者の一側良聴耳例であ
る。右耳は中耳根本手術後耳で、真珠腫の再発と耳介変形を残す高度難聴耳、左耳はMRSA、
緑膿菌感染を伴う慢性中耳炎で、耳漏が持続する混合難聴耳（良聴耳）で極めて治療困難な症
例で、3年にわたる粘り強い保存治療と、右耳の再手術、左耳の段階手術により治癒状態となっ
た。症例6は78歳男性、ベーチェット病に伴う全盲の慢性中耳炎である。約30年前に両側慢性中
耳炎に対して中耳手術を受けたが感音性難聴が進行、さらに右耳は鼓膜穿孔を生じた。湯浅法
を施行した。この症例いずれも術後聴力は改善し、裸耳でも日常会話が可能となった。3症例と
もヒアリングで聴覚を用いたコミュニケーションの改善が可能にあり、生活の質が改善したと
の感想であった。
【考察】
今回のいずれ症例においても耳漏はコントロールされ、会話可能な状態にまで聴力は改善

し、全員日常コミュニケーションがとりやすくなっていた。感想を聴取したところ、一側聴力
のわずかな回復でも方向感覚や距離感の改善がもたらされ、歩行時の安心感が大きくなるとの
ことであった。視覚障害者が聴力を回復したときの喜び、満足感は視力のある人では想像出来
ないものであった。視覚障害者に対する手術はともすれば消極的になりがちであるが、程度は
わずかでも手術により改善できる可能性があれば積極的に適応と判断し、希望を与えることが
重要と思われた。
また、今回の検討では鼓膜接着法が3例に選択されていた。視覚障害者に対しては一側良聴耳

の手術と同様、内耳障害を生じないように注意し、聴力を可能な限り改善することが重要であ
る。そのため、安全で確実な手技である湯浅法が積極的に選択されたと考察した。
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高齢者に対する鼓室形成術について

藤原　敬三 1、竹林　慎治 1、道田　哲彦 2、山本　亮介 1、内藤　　泰 1

1神戸市立医療センター中央市民病院　耳鼻咽喉科、2先端医療センター

【はじめに】近年、高齢者を診療する機会が増えていると感じる。当院の退院患者統計による
と、2001年は15446名の退院患者のうち70才以上は3919名（25.4％）であったが、2015年は21204
名のうち8361名（39.4％）であった。また、耳および乳様突起の疾患に関する統計でも70才以上
の退院患者は2001年には16名/231名（6.9％）であったが、2015年は30名/264名（11.4%）と増加
していた。今回、高齢者に対して当科で施行した鼓室形成術について検討したので報告する。
【対象と方法】私が当科に着任した2001年1月から2016年12月までの16年間に当科で施行した鼓
室形成術を対象とした。段階的鼓室形成術の第二次手術は除外し、1903件の鼓室形成術につい
て患者の年齢分布の経年的変化を調べた。2001年に手術を行った70才以上の症例（A群）と2016
年に手術を行った70才以上の症例（B群）について、既往歴の有無、病状、手術が安全に行えた
かなどを比較検討した。
【結果】1年ごとの鼓室形成術の件数は81〜157件、平均118.9件であった。年齢分布の経年的変化
は図の通りであり、70才以上の高齢者の手術は2001年には9例（5.2%）であったが、2016年には
18例（18.2%）で増加の傾向にあった。

A群 9例のうち余病なしが2例、他の7例には高血圧、糖尿病、気管支喘息、高脂血症などの余
病があったがコントロールは良好であった。B群18例では、余病なしが1例であり、高血圧、糖
尿病、高脂血症、脳梗塞後、心房細動など様々な余病を複数持っている症例があり、抗血小板
薬内服中の症例も3例あった。

A群は慢性中耳炎が4例、中耳真珠腫が5例であり、真珠腫5例のうち4例は術前に外側半規管
瘻孔が疑われていた。B群は慢性中耳炎が8例、中耳真珠腫新鮮例が6例、術後耳で伝音難聴や真
珠腫があり再手術となった例が4例であった。真珠腫新鮮例において術前に中頭蓋窩骨欠損が疑
われた症例が1例あった。両群とも全例、術中・術後にトラブルを認めなかった。
【考察】この16年間で高齢者に対して鼓室形成術を行うことが増えていた。高齢者人口の増多も
あると思うが、患者や執刀医の手術加療に対する意識の在り方も変化しているのではないかと
思われる。高齢者でも麻酔科とともに手術の安全性を確保すべく留意することでトラブルを起
こさずに手術を施行できていた。手術の可否は年齢によって区切られるのではなく、既往症の
程度や手術加療のメリット・デメリットを勘案して決められるものと考えられた。
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中耳手術と耳管機能 ─Visible TTAGを用いて

細田　泰男 1、梅田　裕生 1、岩野　　正 2、宮澤　　徹 1,3、馬場　　奬 1,4

1細田耳鼻科 EAR CLINIC、2岩野耳鼻咽喉科サージセンター、3金沢医科大学耳鼻咽喉科、
4川村耳鼻咽喉科クリニック

中耳手術において術前に耳管機能障害の存在を判定しておくことは非常に重要と思われる
が、現行の耳管機能検査には再現性の問題や結果の判定に曖昧な要素が入り込む場合もあり、
一般的に普及しているとは言えない。これに対して、我々は従来のTTAGの原理を視覚的にと
らえることで、より明確に機能判定するVisible TTAG（VTTAG）を術前に行っている。その
基本は、座位での軟性鏡下鼓膜観察であるが、これに加えて鼻咽腔圧、被検者の様子、音声も
同時に動画として記録する。鼓膜穿孔がある場合は濡れた綿でパッチする。検査の手順と判定
法を示す。１）自己通気の観察。バルサルバ法にて耳管通気が可能であるか確認、これができ
ない場合にはEarPopper を用いて自己通気の補助を行い、鼻咽腔圧の上昇とこれに伴う耳管開
大による鼓膜膨隆の有無を確認する。この鼓膜膨隆が持続（鼓室の陽圧保持）するかどうかは
耳管開放の有無を示唆する重要なサインとなる。耳管が開放に近い状態であれば陽圧保持が起
こらず、膨らんだ鼓膜はすぐに元に戻る。自己通気が可能で陽圧保持されれば、開放も狭窄も
否定され、正常と判定している。自己通気が不通の場合には、カテーテル通気も試みる。この
時点でも不通であれば耳管狭窄と判定している。次に、鼻深呼吸による検査にすすむが、通気
により耳管を開放状態にできていなければ鼓膜動揺は生じないので注意が必要である。２）鼻
深呼吸による鼻咽腔圧の変動に同期した鼓膜動揺の観察。これが存在すれば耳管開放と判定し
ている。３）鼓膜動揺がある場合は鼻すすりによる陰圧ロック（鼓膜陥凹）の観察。これが存
在する場合は耳管閉鎖不全と判定している。４）耳管開放が存在する場合は、生食点鼻＋バル
サルバ法で鼓膜動揺が解消されるか確認する。演者らは、上記の検査で、正常、狭窄、開放、
閉鎖不全を判定し、手術に際してこれらの耳管機能応じた対策を立てることを考えている。本
法のもう一つの利点として、この検査の一部始終をモニターで患者と共有することで患者に病
態の説明と理解を促し、耳管閉鎖不全の場合は、鼻すすり以外の解消法を指導できることが挙
げられる。耳管開放症診断基準案2016では、鼻深呼吸による鼓膜動揺に加えて、特有の自覚症
状が存在しこれが耳管閉鎖処置にて改善することが耳管開放症確実例の診断に求められてい
る。しかし、中耳手術においては、自覚症状の有無よりも物理的な耳管の開放や狭窄の発見が
重要と考えられる。鼓膜穿孔、耳小骨離断や可動障害（固着、硬化）、滲出性中耳炎、癒着性中
耳炎、真珠腫性中耳炎など多くの中耳疾患では、伝音難聴の存在や病変の影響で鼓膜動揺が生
じにくいことから、耳管開放が存在していても自声強調や呼吸音聴取が発生していない場合
（隠蔽性耳管開放症）が多い。特に癒着性中耳炎では耳管開放が隠蔽されていることがよくあ
り、耳管鼓室口周辺の癒着していない鼓膜が鼻深呼吸で動揺するもアブミ骨周囲の癒着鼓膜は
動揺しないため、開放症特有の自覚症状は生じない。しかし、手術後に鼓室内が含気化し伝音
機能が良好になると、はじめて耳管開放の存在に気づかされる。我々は、術前に耳管狭窄と判
定された場合には軟骨膜付き軟骨にT-tubeを挿入しドレナージの長期留置を目指している。耳
管開放が存在した場合には、術前にその病態を動画で患者に説明し、生食点鼻+バルサルバ法の
習得をして頂いている。特に上鼓室型真珠腫では、鼻ススリからの脱却は重要な課題である。
中耳手術において、耳管機能障害の最も有効な対策が何であるかは今後の課題ではあるが、
我々が現在行っている試みについてVTRにて紹介したい。参考文献小林俊光：耳管閉鎖障害の
臨床（日耳鼻宿題報告）2005.
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中耳真珠腫手術における真珠腫進展度と鼓索神経損傷の
関連について：後方視的な術前リスク評価の試み

菊地　大介、今泉　光雅、大槻　好史、室野　重之
福島県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

【目的】鼓索神経は鼓室腔を走行するため、手術操作や真珠腫に巻き込まれる結果、損傷をきた
すリスクがある。鼓索神経を損傷しても多くの症例において自覚的な味覚障害が改善すること
から損傷が軽視されがちである。しかしながら、味覚障害は患者のQOL低下の原因となり得、
社会生活への影響は非常に大きいと言える。中耳真珠腫進展度分類が2015年に改訂されたが、
真珠腫進展度と術中の鼓索神経損傷についての詳細な検討の報告は多くない。今回、我々は真
珠腫進展度と鼓索神経損傷の関連について注目し関連を調査した。
【対象と方法】2008年1月〜2017年4月の10年間に当科において手術を試行した中耳真珠腫症例の
内、鼓索神経損傷の有無について評価できた初回手術例を対象とした。真珠腫進展度は「中耳
真珠腫進展度分類2015年改定案」を用いて分類した。症例の内訳は218例223耳、年齢は2〜81歳
（平均37.6歳）、性別は男性126例・女性92例、術耳は右側118例・左側95例・両側5例であった。
真珠腫の進展範囲およびアブミ骨病変の程度と鼓索神経損傷の関連を手術記録よりretrospec-
tiveに評価し、更に術前CTと照らし合わせることにより術前リスクを評価できるか検討した。
【結果】鼓索神経損傷は223耳中53耳（24％）であった。真珠腫の発症病態区分は弛緩部型147
耳、緊張部型 24耳、先天性 38耳、二次性 14耳であった。鼓索神経損傷率は弛緩部型 27耳
（18％）、緊張部型11耳（46％）、先天性7耳（18％）、二次性4耳（29％）で緊張部型で損傷率が
高かった。解剖学的区分で真珠腫のT（tympanic cavity）への進展の有無で分類すると “進展
群” 111耳、“進展なし群” 112耳であった。鼓索神経損傷率は “進展群” 41耳（36.9%）、“進展なし
群” 12耳（10.7%）で、T領域への進展のある症例で損傷率が高かった。術中のアブミ骨病変の
程度はS0 142耳、S1 50耳、S2 31耳であった。鼓索神経損傷率はS0 14耳（9.9%）、S1 21耳
（42%）、S2 18耳（58%）とアブミ骨への進展がある例で損傷率が高く、アブミ骨上部構造が損
傷されている症例でより損傷率が高かった。アブミ骨病変の術中所見と術前CTとの比較では、
S0/S1/S2でアブミ骨周囲陰影ありは 20%/89%/100%、S0/S1/S2でアブミ骨描出不良ありは
3/11/89%であり、手術記録と術前CTの結果は矛盾しなかった。鼓索神経損傷例での味覚障害
は、訴えあり10耳（19%）、訴えなし11耳（21%）、記載なし32耳（60%）と損傷例でも自覚的症
状が無い症例も認めた。
【考察】中耳手術と鼓索神経損傷に関して、伊藤らは中耳真珠腫に対する初回および段階手術を
合わせた報告において損傷率6.4％、杉山らは中耳手術において損傷率20.9%と報告している。当
科の結果は杉山らと同様の結果であった。真珠腫の進展範囲と鼓索神経損傷は、杉山らは緊張
部型で鼓索神経切断例が多い、岡田らは真珠腫のT領域への進展例で電気味覚検査異常率が高い
と報告している。我々の結果でも緊張部型やT領域への真珠腫進展例で損傷率が高く諸家の報告
と矛盾がない結果であった。また、今回の検証でアブミ骨周囲への進展が損傷リスクに関係し
ていると考えられた。鼓索神経は鼓膜輪近くを走行し、鼓室腔をアブミ骨近傍、キヌタ骨とツ
チ骨の間を走行する。そのため真珠腫が鼓室内、特に後鼓室へ進展した症例で損傷率が高かっ
たと考えられる。また、術中のアブミ骨病変所見は術前のCT検査と矛盾しない結果であったこ
とより、鼓索神経損傷リスクを術前に評価することが可能であると考えられる。当科では耳科
手術例全例に電気味覚検査を行っていないため、今回の検証において味覚障害の有無は診療録
上の自覚症状の評価に留まった。他覚的味覚機能検査および味覚障害のフォローアップが今後
の課題と言える。
【まとめ】中耳真珠腫進展度と鼓索神経損傷の関連について調査した。T領域への進展例・アブ
ミ骨周囲への進展例で損傷率が高かった。鼓索神経損傷のリスクを術前CTにて評価することが
可能であると考える。
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真珠腫手術における神経再生誘導チューブを用いた
鼓索神経再建症例

山中　敏彰 1、大山　寛毅 1、阪上　雅治 1、山下　哲範 1、西村　忠己 1、松村八千代 2、
成尾　一彦 2,3、藤田　信哉 3、北原　　糺 1

1奈良県立医科大学附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科/めまいセンター、
2奈良県総合医療センター　耳鼻咽喉科、3日生病院　耳鼻咽喉科

【目的】鼓索神経は鼓室腔の空間を走行する解剖学的特徴から真珠腫摘除の際に損傷されること
があり、その場合の味覚障害が問題となることも少なくない。今回、神経再生誘導チューブを
用いて切断された鼓索神経の再建を試み、術後の味覚機能回復が得られた症例を経験したので
報告する。
【症例と方法】症例1は40歳男性で、6ヶ月前より右耳漏が出現し近医で真珠腫が疑われ当科を受
診した。症例２は41歳男性で3ヶ月前よりの右耳痛と右耳漏、1ヶ月前よりの味覚障害を主訴に
当科を受診した。両症例とも、弛緩部の陥凹部位に真珠腫塊が認められ、純音聴力検査で、患
側聴力（3分法聴力平均レベル）は症例１で41.3 dB、症例2で40.0 dBの伝音難聴が示された。
CT検査で耳小骨周囲、上鼓室から乳突洞にかけて骨破壊を伴う軟部組織様陰影が認められたた
め、両症例とも右弛緩部型真珠腫と診断し外耳道後壁削除・再建型（軟素材）鼓室形成術を施
行した。
手術中、症例1では、真珠腫は上鼓室、乳突洞、乳突蜂巣にわたり存在し、ツチ・キヌタ骨、

顔面神経管の一部を破壊、鼓索神経中央部に巻き込んでいた。可及的に鼓索神経を残して一塊
に摘除したが、部分的に鼓索神経は索状化していたので健常な神経線維部位で切断した。その
後、神経再生誘導チューブ（径1.0mm, 長さ7 mm）を用いて切断後の神経欠損部を再建した。
症例２においては、真珠腫は上鼓室、乳突洞に充満し、キヌタ骨長脚とアブミ骨上部構造を破
壊し鼓索神経を取り囲んでいた。鼓索神経に真珠腫が癒着し浸潤していると思われたので切断
し真珠腫と可及的に一塊に摘除した。残存神経断端を新鮮化し、欠損部に同チューブ（径1.0
mm, 長さ5 mm）を縫合し連結した。
味覚障害の判定には自覚症状（VAS）、電気味覚検査（EGM）（鼓索神経領域）および濾紙デ

ィスク法（FPD）（甘味）を用いた。自覚症状に関しては健側を100とした術側味覚の程度を口頭
回答してもらい、verbal analogue scale（VAS）として数値化した。
【結果】症例１においては、術前はVAS 100、EGM 4 dB、FPD 4であったが、術直後にVAS
70、EGM 24 dB、FPD 5まで低下した。術後2週目にはVAS 100、EGM 14 dB、FPD 2となり、
その後6ヶ月間改善が維持されている。症例2の術前は、VAS 50、EGM スケールアウトで、自
覚的にも軽度の味覚障害が認められた。術後3日目にはVAS値 70、EGM 26 dB、まで味覚が改
善し、その後も改善する傾向を示した。術後3-4週後にはVAS値 100、EGM 10 dBとなり、2ヶ
月間改善をキープしている。
【考察と結論】過去の報告から鼓索神経が切断されると、少数例にEGMの完全回復が認められ、
しかも1年以上の長い経過を要することから、それには対側の鼓索神経や同側の舌咽神経からの
影響が示唆されている。しかし、今回の症例では1-2週間の早い段階で改善が始まり、1-2ヶ月の
短い経過で正常に近似したことから再建した鼓索神経自体の再生により味覚機能が回復した可
能性が示唆される。今回用いた神経再生誘導チューブ（ナーブリッジTM）はポリグリコール酸
で作られた筒状物とその外表面に塗布されたコラーゲンと内部に充填されたコラーゲンスポン
ジから構成され、生体内では2-4ヶ月で分解・吸収され、残存しないとされている。近年、四
肢、手指などの損傷された末梢神経に対して用いられており有効性が報告されている。神経再
生誘導チューブによる再建は、鼓索神経の機能再生に寄与したと考えられ、味覚障害を回復さ
せるのに有用な方法の一つとして期待される。
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鼓室形成術　III型と IV型の術後聴力の比較

梅田　裕生 1、細田　泰男 1、宮澤　　徹 1,4、岩野　　正 2、野々田岳夫 3、馬場　　奨 1

1細田耳鼻科EAR CLINIC、2岩野耳鼻咽喉科サージセンター、3ののだクリニック耳鼻咽喉科、
4金沢医科大学耳鼻咽喉科

【はじめに】鼓室形成術では、病巣の治療のほか、聴力改善という目標がある。当院では聴力改
善余地のある症例は、比較的困難であっても、希望があれば局麻下の日帰り手術で手術を行っ
ている。我々としては、当院のIV型手術の成績が比較的良好な印象から、今回III型とIV型の聴
力成績につき比較検討した。
【対象、方法】2009年から2015年までに施行した耳手術310耳中、鼓室形成術III型、IV型の症例
はそれぞれ108耳、40耳であった。そのうちの1年以上経過観察できた鼓室形成術III型72耳、IV
型32耳の104耳を対象とした。検討内容は、手術時年齢、性別、病名、観察期間、再建術式、再
建材料と術後の聴力成績（術後1年、最終聴力）につき検討した。聴力改善を希望し手術を行っ
た他院術後耳が多数あったので、新鮮耳と術後耳に分け検討した。
【結果】平均年齢は62歳11ヶ月、男性42例50耳、女性51例54耳で、平均観察期間は平均2年7ヶ
月、再建術式はIII型72耳、IV型32耳であった。内訳は他院術後耳51耳、自院術後耳2耳、新鮮
例51耳であった。病名は慢性中耳炎10耳、真珠腫32耳、鼓室硬化症17耳、癒着性中耳炎16耳、
鼓室硬化症と癒着性中耳炎の合併4例、潜在化鼓膜4耳（うち1耳は真珠腫との合併）、その他の
伝音異常が22耳であった。再建材料は III型では、自家耳小骨、皮質骨、軟骨接合型人工耳小骨
など様々であったが IV型では軟骨接合型人工耳小骨を主に使用していた。日本耳科学会判定基
準による成功率は、全体では術後1年で74％、最終聴力で71.2％であった。結果に大きな差異が
ないので最終聴力で術式別に分類することとした。III型全体の成功率は73.6%で、IV型は65.7％
であった。達成率（=気導改善量／術前気骨導差）は、III型で49.3%、IV型で57.1％の結果であ
った。新鮮耳、術後耳の各術式での聴力成績を下の表に示す。新鮮耳では80％の成功率となり
良好な結果であったが、術後耳は62％の成功率であった。表からはインターポジション法でコ
ルメラ法より良い成功率であったことも示された。
【考察、まとめ】今回の検討で、当院では、IV型で軟骨接合型人工耳小骨を選択的に利用してい
ることや、コルメラ法よりインターポジション法の方が成功率、達成率ともに良好であること
が判明した。IV型では、術後耳の割合が多いのが全体の成績に影響したが、新鮮例、術後耳に
限ればIII型とIV型で同等の成功率で、達成率はIV型の方が良好だった。発表ではIV型に対する
当院の取り組みとともに提示する予定である。
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当科における鼓室形成術 IV型の工夫

北尾　恭子、白馬　伸洋、坪田　雅仁、鈴木　大士、室伏　利久、水津　亮太
帝京大学医学部付属溝口病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】鼓室形成術 IV型は、アブミ骨上部構造が消失している症例への再建方式であり、再
建材料には、人工耳小骨、自家耳小骨、軟骨などが挙げられる。数々の文献において、聴力成
績が III型よりも不良であることが報告されている。その聴力改善にはアブミ骨底板と鼓膜の間
の振動を適切に伝える手法が必要であると言われており、IV型になる症例はアブミ骨上部構造
が消失していることでコルメラと底板の間の接合が不十分になりやすく、その結果、十分な聴
力改善が認められないことが多いと考えられる。今回我々は当科における鼓室形成術 IV型の工
夫について検討したので報告する。
【方法】当院にて2015年1月から2017年6月までの期間に手術を施行した鼓室形成術 IV型につい
て、新鮮例と術後例に分けて術後聴力成績についてそれぞれ検討を行った。
【結果】当科の鼓室形成術症例は、2015年1月〜2017年6月の約2年半で348例あり、このうち、入
院で鼓室形成術 IV型を施行したのは32例であった。原因疾患としては、真珠腫が21例、術後性
中耳炎が10例、先天性耳小骨奇形1例であった。IVcが30例、IViが2例であった。再建材料とし
ては、人工耳小骨（アパセラムT）23例、自家耳小骨7例、耳介軟骨1例、鼻中隔軟骨1例であっ
た。この内、同一術者が施行し、術後半年以上臨床経過を観察し得た症例中、術後性中耳炎で
術前よりscale outで耳漏のコントロール目的に手術を行った2例を省いたものは、2017年6月に
おいて新鮮例5例と術後例8例、全体で13例であった。2010年の耳科学会判定基準による全体の
術後聴力成績は、新鮮例で5例中4例（80％）、術後性は8例中4例（50％）の成功例であった。ま
た術後例で聴力改善不成功4例中の1例で再々手術を行い、聴力改善例となった。
【考察】当科では、鼓室形成術 IV型に人工耳小骨（アパセラムT）を多用しており、アパセラム
と底板との接続の安定性を高めるために、薄切軟骨を併用している。底板とほぼ同じ大きさに
作成した薄切軟骨の中心に孔を開け、人工耳小骨の脚を通すことで足場を作ったコルメラを底
板の上に載せてフィブリン糊で固定することで、コルメラと底板の接続に安定性を加えてい
る。聴力の改善成績であるが、新鮮例で聴力改善成功率が80％に対し、術後性は50％と、術後
耳の成績が良くなかった原因として、術後耳においてアブミ骨の底板のみ残存する症例では、
固着によりアブミ骨底板の可動性が不良になっていることが考えられた。
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当科における鼓室形成 IV型症例の検討

草野　純子、平塚　康之、吉田　尚生、山崎　博司、北野　正之
大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

IV型は伝音再建術式のなかでも工夫が必要とされる術式であり、III型と比較して聴力改善が
困難とされる。またIV型となりうる症例はIII型よりも少なく、IV型症例のみの術後成績を検討
した報告は少ない。今回、我々は、鼓室形成 IV型の術後聴力成績について検討を行った。
対象は2013年1月〜2016年1月までに当科で初回治療を行い、術後1年以上経過をみた43耳と

した。性別は男性26耳、女性17耳、年齢は6〜79歳（平均48歳）、観察期間は365-1406日（中央
値476日）であった。聴力改善の成績判定方法は日本耳科学会ガイドライン2010年案の術後気骨
導差に基づいて判定し、20dB 以下を成功とした。疾患の内訳は後天性真珠腫31耳、先天性真珠
腫5耳、慢性中耳炎4耳、耳小骨奇形3耳であった。術式の内訳はIVc型39耳、IViM型3耳IViI型1
耳であった。再建材料は43耳中40耳でアパセラムTが使われていた。43耳の聴力成績の成功率は
51%（22耳）であった。不成功と判定された21耳の聴力成績不良の原因について術後CT画像を
もとに検討を行ったところ、原因がわかったものは10耳あり、その内訳は、含気が全くないも
のが7耳、コルメラ転位が1耳、鼓膜浅在化が1耳、コルメラを被覆した軟骨板がずれてコルメラ
が露出したものが1耳となった。原因がわからなかった11耳のうち1耳に関しては術後CT画像で
は全く問題がなく、原因不明であった。残りの10耳は関しては、2000年度案では成功と判定さ
れる術後聴力であり、患者の満足も得られているため、術後CT検査がなされていなかった。更
に、これら21耳について手術記録を参照し、聴力成績不良の原因を探った。
当科ではアパセラムTを用いIVc型再建術IV型症例の93%を占めており、アパセラムTを底板
上にたてるにあたり、安定性を高めるため、コルメラの頭の大きさや高さの調整のみならず、
軟骨板を支えとしてアパセラムTの頭の下にとりつけるという工夫を行っている。また、コルメ
ラの露出を防ぐため、軟骨板でアパセラムTの頭を被覆している。

21耳の手術記録を参照すると、被覆軟骨板や支えの軟骨板を元々つけていなかった症例や支
えの軟骨板の厚みによってコルメラが浮いたとみられる症例があった。アパセラムTに軟骨板の
カバーや支えをつけること、及びその厚みを調整しコルメラの高さとのバランスをはかること
などが、聴力成績をあげるために、術中にできる重要な工夫であると考えられた。
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癒着性中耳炎の鼓室形成術についての検討

松原　　彩、高木　　明、木谷　芳晴、堀　　真也、鳥居　紘子、関川　奈穂、宮崎　和美
静岡県立総合病院　頭頸部・耳鼻咽喉科

【はじめに】　癒着性中耳炎に対する鼓室形成術は術後に鼓膜の再陥凹や再癒着をきたすことも
少なくなく、聴力改善成績は劣るとされ、気・骨導差が大きな症例であっても鼓室形成術をす
すめるべきか判断に迷うことがある。今回、当科における癒着性中耳炎手術症例のうち、5年以
上の長期の処置が必要であった症例と良好な経過を辿った症例との2群を比較検討した。
【対象と方法】　2002年1月〜2012年4月までの10年間に術前鼓膜所見および手術記録から癒着性
中耳炎と診断し、当科で鼓室形成術を施行した症例59例のうち、（1）術後5年以上経過観察、処
置が必要であった初回手術例18症例（20耳）と　（2）20ヶ月以上観察（20-58か月、平均39.5か
月）し、聴力改善良好でかつ再陥凹や再癒着が見られず経過良好として終診となった　8症例
（8耳）を比較対象とした。年齢、性別、手術目的、手術時病名、癒着部位・程度、術式、乳突
削開の有無、術中所見、術後聴力評価につき検討した。さらに、術後の鼓膜の再陥凹、再癒着
その他の合併症と、手術手技の関連を検討する。さらに、経過良好例との差違を比較検討す
る。なお、術後聴力成績は日本耳科学会基準の聴力成績判定基準（2010）に準じて行った。
【結果】　長期観察群の年齢は6歳〜77歳（平均40歳）、男性10例12耳、女性8例8耳であった。
経過観察期間は最短60か月〜最長152か月で平均7年5か月であった。長期の経過観察となった要
因として、再手術となったもの3例の他、何らかの処置を要すもの、両耳症例、定期的な聴力の
経過観察が必要と判断されたことなどが挙げられた。手術目的は聴力改善9例、真珠腫7例、耳
漏停止4例などであった。術後診断として真珠腫合併例が11例あり、鼓室硬化症、コレステリン
肉芽腫、中耳奇形の合併が1例ずつみられた。鼓膜癒着の程度は全癒着症例3例、部分癒着症例
17例（岬角との癒着例が最も多かった）であった。癒着は全例で鼓膜上皮挙上が可能であっ
た。鼓室形成術式の内訳はI型2例、II型1例、III型14例、IV型3例であり、乳突削開を施行した
症例は14例でそのうち9例がcanal wall up、4例がdown（うち1例はopen then closed）、1例が
control holeのみであった。耳小骨に関しては、18/20例でキヌタ骨に何らかの異常を認め、すで
に消失しているものが3例、長脚に異常のある症例は10例あった。後鼓室の上皮挙上のために後
下壁は広く削開したが、鼓膜再建時には同部には鼓膜の再陥凹防止と外耳道欠損補強を兼ねて
一枚の軟骨が用いられている例が16症例と多かった。術後1年での聴力成績では、気骨導差15dB
以内のもの10例、気導聴力改善15dB以上が8例、術後聴力レベル30dB以内のものが7例であり、
いずれかに該当する症例は14/20例（70%）であった。15dB以上の聴力悪化がみられたものが1
例あった。聴力改善成功例14症例の内、10例で自家キヌタ骨による伝音再建と、耳介軟骨によ
る後壁欠再建が施行されていた。また前上鼓室から上耳管陥凹にかけて清掃を行い耳管とのaer-
ation確保のための操作を行ったものが6例あった。術前のCT所見では、乳突蜂巣発育があきら
かに不良なものが10例と多いが、そのうちの7例では耳管方向の含気が観察可能であった。術後
5年間の鼓膜所見では、その間にまったく再陥凹も癒着も生じなかった症例は3例にとどまっ
た。Tube留置を施行したり上鼓室陥凹のdebrisの除去を定期的に要するなどの追加処置を要す
る症例が多かった。なお、今回の調査対象期間内に癒着性中耳炎として鼓室形成術を施行し、
術後1年以上の経過観察が可能であった症例は59例であったが、うち42例（71.2%）が聴力改善
成功例となっていた。
【考察】5年以上の長期の経過観察が可能であった癒着性中耳炎症例について検討した。これら
の症例は結果的には術後の追加処置が必要なもの、真珠腫再発のおそれがあるとして定期的に
診ざるを得ない症例となっていた。これらの症例群と順調に経過して短期の経過観察で終診と
なった症例群とを患者側の要因、あるいは手術手技による要因から比較検討する。
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癒着性中耳炎に対する経外耳道的鼓室換気チューブ挿入術

佐々木　亮、武田　育子、松原　　篤
弘前大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

＜はじめに＞
鼓膜の接着（アテレクターシス）や癒着性中耳炎に対する治療の一つとして鼓膜チューブ挿

入術が考えられる。しかしその一方で、鼓膜チューブ挿入の合併症として、鼓膜穿孔の残存、
鼓膜の萎縮・陥凹などが生じることがある。また、鼓室形成術も考慮されるが、再癒着の可能
性があることや小児例では侵襲が大きいことも懸念される。このような場合に対する対策のと
して、当科においては経外耳道的に鼓室換気チューブ挿入（subannular tube insertion, SAT）
を行ってきた（1）。しかし約半数の症例でチューブが脱落してしまっていた。その対策として
最近は可能な限り外耳道外側からチューブを入れる方法をとっている。
今回は当科におけるSAT施行例につき、以前報告した症例のその後の経過と、最近行った症

例を追加してSATの効果を検討した。
＜対象と方法＞
対象）

2013年3月から2017年4月までに弘前大学医学部附属病院耳鼻咽喉科において16例21耳に対し
て経外耳道的鼓室換気チューブ挿入術（SAT）を行った。対象疾患は癒着性中耳炎、鼓膜のア
テレクタシスを伴った滲出性中耳炎、慢性穿孔性中耳炎である。再手術例も3例含んでいる。
手術法）
前半に行った12耳では、外耳道の後方から下方にかけて鼓膜から約2-3mm離れた部位で外耳

道皮膚の輪状切開を行った。後半に行った9耳では鼓膜から約6mmと外側に切開をおいた。そこ
より内側へ外耳道皮膚を剥離し、鼓膜も繊維性鼓膜輪ごと全層で剥離を行い鼓室へ入った。癒
着性中耳炎では耳小骨や岬角から癒着鼓膜の剥離を行った。必要に応じて鼓膜形成や伝音再建
を行った。外耳道皮膚の切開部より鼓膜チューブ（Goode T-tube）を鼓室内へ挿入した。症例
によって、外耳道骨壁を削開し溝を作成した。挿入後にツバの位置を調整したが、必要に応じ
てツバを短く切断した。鼓膜および外耳道皮膚を戻しチューブをカバーした。外耳道へのパッ
キングを軽めに行い、術後2-3日で抜去した。
＜結果＞

21耳中10耳ではチューブが保たれており、鼓室内の貯留液や鼓膜の再癒着は見られなかっ
た。11耳ではチューブが脱落した。前半の症例12耳では9耳でチューブが脱落した。後半の症例
9耳では7耳でチューブが保たれており、チューブが脱落したのは2耳のみであり、いずれも人為
的な原因であった。
＜考察＞
癒着性中耳炎やアテレクターシスでは、その治療のために経鼓膜チューブを挿入することが

あるが、早期に抜去すると鼓膜の再癒着あるいは接着が生じる可能性がある。しかし長期に留
置すると菲薄化した鼓膜では穿孔の残存や拡大をきたす可能性がある。SATは鼓膜の切開が不
要なため穿孔をきたすことがなく、なおかつ鼓膜の陥凹、癒着を防ぐことができる方法であ
る。
しかし以前我々が行った報告では脱落例が多く認められた。前半の症例では外耳道皮膚の切

開が鼓膜から約2-3mm離れた部位であり、このことが脱落が多い要因ではないかと考えられ
た。後半の症例では皮膚切開を鼓膜から約6mmと外側においており、現時点では脱落は少な
い。当然後半の症例は観察期間が短いが、自然脱落例は3-18ヶ月で脱落しており、現時点で一年
間ほど follow upしている症例もおり、チューブの長期維持が期待される。
＜参考文献＞
1）佐々木亮、武田育子、松原　篤．慢性中耳炎に対するsubannular tube insertionの効果．日
耳鼻　120：811-816、2017．
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難治性中耳換気障害に対する内視鏡下sub-annular tubeing の検討

内田　真哉、山道　　怜
京都第二赤十字病院　耳鼻咽喉科・気管食道外科

Sub-annular tubeing （SAT）は鼓膜輪下から下鼓室方向に換気チューブを留置する方法であ
る。通常、外耳孔から下鼓室方向へは顕微鏡での視野が取りにくく、内視鏡的視野が有利であ
るため、SATは経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）で行う手術と考えている。

SATの利点は通常の長期留置型チューブよりさらに長期間の留置が可能で、術後の合併症の
少ないことが挙げられている。さらに鼓膜自体に切開を置かないため、長期留置による穿孔残
存の可能性が低いと考えられる。ただし、外来処置として簡単に行うことができないため、対
象疾患を限定して施行している。
通常のチュービングが困難と思われる滲出性中耳炎、癒着性中耳炎、緊張部型真珠腫といっ

た中耳換気不良の患者では鼓膜の陥凹が強く、菲薄化し、顕微鏡での視野が取りにくい場合が
多く、通常の鼓膜チューブが入れにくい。また、鼓膜形成術と同時にチューブ留置が必要な場
合には、血流の乏しい鼓膜グラフト側にチューブを入れざるを得ない場合もある。こういった
難治な中耳換気不良の患者にはSATが有用と考えた。
方法は内視鏡下に鼓膜輪から外側約８ｍｍの位置で外耳道輪状切開を行い、外耳道皮弁を挙

上して下鼓室を開放する。必要があれば鼓膜の癒着剥離、上鼓室の開放、鼓膜形成、鼓室形成
などを行った上で、外耳道下壁の6時の位置から縦方向に２ｍｍカーブバーで溝を掘って、鼓膜
チューブ（Goode T-tube）を挿入する。チューブは骨性の溝に固定され、表面は血流を保った
外耳道皮弁で保護されるため、術後感染や排出に強く、形成鼓膜のトラブルも少ないと考えら
れる。（図）
今回、６か月以上経過を追えたSAT施行例の短期経過を報告し、当科における本手術の詳細

を報告する。
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耳後切開を用いない耳鏡内アプローチによる鼓室形成術

物部　寛子、岡田　和也、中西わか子、石井阿弥子
日本赤十字社医療センター耳鼻咽喉科

はじめに
近年、中耳手術の全てまたは大半を内視鏡下に行う経外耳道的内視鏡下耳科手術が導入さ

れ、TEES（Transcanal Endoscopic Ear Surgery）として普及してきている。TEESの利点は内
視鏡を耳内の挿入することで広い視野を得られること、死角の減少、低侵襲であること、臨床
教育に有効であることが挙げられる。この方法は、耳後切開を置かず術後の圧迫が不要であ
る、耳後部に創が残らないなどの利点を有する一方、顕微鏡下手術と異なり基本的に片手操作
になるなど、顕微鏡下の鼓室形成術あるいは鼓膜形成術と同等の手術成績を出すにはある程度
のラーニングカーブを要することは実際経験されることと思う。しかし、昨今の傾向として低
侵襲、小切開の術式は必須であり、手術を受ける側にとってメリットが大きい方向に術式が向
かうこと当然のことと思われる。　当科ではこのような背景から慢性穿孔性中耳炎の穿孔閉鎖
や中鼓室内に限局した中耳真珠腫に対し、TEESと同様に耳後部に切開を置かず、耳珠軟骨膜を
用いた経外耳道アプローチによる鼓室形成術を用いており、その術式について報告する。経外
耳道アプローチは小穿孔に限られる、または全ての慢性中耳炎による穿孔や陥凹、癒着に用い
られるとされるが、方針としては後者に準じ、乳突洞病変が無く鼓室内操作のみで済む症例の
ほぼ全てを対象とし、耳珠軟骨を採取することで軟骨による鼓膜形成が必要な症例や伝音再建
が必要な症例、経外耳道的上鼓室解放術後上鼓室再建が必要な症例では軟骨を用いた。
対象・結果

2014年7月より2017年5月までに5才から82才まで慢性中耳炎症例30耳、中耳真珠腫症例2耳、
外耳道骨腫症例1耳、鼓室硬化症症例1耳の計34例に局所麻酔5耳、全身麻酔29耳で本法により鼓
室形成術あるいは外耳道骨腫削開を行った。34例中4例では採取した耳珠軟骨を使用した。その
内訳は、中耳真珠腫症例での伝音再建1耳（IVc）、軟骨による鼓膜形成症例2耳、経外耳道的上
鼓室解放術後上鼓室再建症例1耳である。また、術式の選択に関しては、同時期に接着法による
鼓膜形成術を22耳、耳後切開による鼓室形成術を41耳、耳内法（耳前部切開）による鼓室形成
術を5耳に施行している。先天性真珠腫1耳、外耳道骨腫1耳、鼓室硬化症1耳を除く31耳での穿
孔閉鎖は10才未満2耳の再穿孔例を除く29/31耳（93.5％）で得られた。伝音再建法は先天性真珠
腫1耳がIVcであった他は全てI型であった。手術時間はTEESで報告されている時間よりは外耳
道の骨を削開くするために長く、平均92.7±22.6分であった。また、この手術時間は2014年と
2017年で短縮したとは言えず、通常の顕微鏡操作によるためかTEESのようなラーニングカーブ
は認めなかった。
結語
今回報告した方法は耳珠軟骨膜を使用するため、経外耳道的内視鏡下耳科手術と同様に耳後

部に創を作らず、術者としては慣れた顕微鏡下操作で手術を施行でき、外耳道を削開するた
め、接着法では明視下操作が困難な前方の穿孔にも対応しやすい点が利点と考えている。
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当科における鼓膜穿孔症例に対する
鼓室形成術１型・鼓膜形成術（接着法）の検討

武田　育子、佐々木　亮、松原　　篤
弘前大学　大学院　医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

はじめに：鼓膜穿孔症例に対し鼓膜閉鎖を行う際の手術的治療としては、一般的に鼓膜形成術
（接着法）や鼓室形成術1型が用いられることが多い。当科では、基本的には接着法と鼓室形成
術1型、血清点耳療法の3種の治療法を説明し患者に選択させているが、主に大穿孔症例（穿孔
が3〜4象限にわたる）、鼓膜穿孔縁が全周性に確認できない症例、術前に感染を伴っている症例
などにおいては鼓室形成術1型を行っている。今回我々は、当科にて鼓膜穿孔症例に対し行われ
た鼓室形成術1型と接着法の治療成績について検討し報告する。
対象：2011年8月〜2016年4月に当科にて鼓膜穿孔に対し、接着法または鼓室形成術1型を施行さ
れた症例のうち、1年以上経過観察できた症例60耳53名を検討の対象とした。
結果：各々の症例数は、接着法26耳22名、鼓室形成術1型34耳31名であった。術後の鼓膜穿孔閉
鎖率は、接着法が92.3％（24/26）で、鼓室形成術1型が76.5％（26/34）であった。そのうち経
過観察中に穿孔を生じて、外来処置などで閉鎖した接着法6耳、1型5耳の症例は閉鎖症例に入れ
ている。また、鼓室形成術1型のうちgraftをunderlayにした症例が31耳、sandwichにした症例
が3耳であったが、鼓膜穿孔閉鎖率はunderlay法で74.2％（23/31）、sandwich法で100％であっ
た。
穿孔の大きさについて、吉川らの分類に従って穿孔の占める象限の数によりgrade1（1象

限）、2（2象限）、3（3象限）、4（4象限）と分類したところ接着法では、grade 1が11耳、2が15
耳、また1型ではgrade1が2耳、2が11耳、3が16耳、4が5耳であった。接着法はgrade1、2のみ
であることから、1型のgrade2以下の閉鎖率を算出すると84.6%であった。
考察：これまでの報告では、鼓膜穿孔閉鎖率は1型の方が接着法よりも良好であるという報告が
多くみられている。しかし当科の検討では鼓室形成術1型の閉鎖率がより悪いという結果であっ
た。その理由として1型には穿孔が大きい症例が多く含まれることが要因と考えられる。一方、
sandwich法で行った症例は閉鎖率が良好であったため、今後は大穿孔の症例にはsandwich法を
より積極的に行うことも検討している。また、接着法に関しては、他の報告に比べても成績は
良好であった。今回の症例はgrade2以下の穿孔のみであったため良好な結果が得られた可能性
もあるが、接着法は簡便で患者への侵襲も少ない術式であるため、穿孔の大きさ、操作の容易
さなどを考慮し、症例を選択して行うことで良好な成績が期待できると思われた。
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鼓室形成術における薄切軟骨採取法

佐藤　進一、玉木　久信、吉田　充裕、藤原　崇志、吉澤　　亮
倉敷中央病院　耳鼻咽喉科

鼓室形成術において、耳介軟骨使用の有用性については議論の余地のないところと思われ
る。耳介軟骨は容易に採取でき、加工もでき、安定して生着する。ただし、その採取法は施設
により、様様な方法があり、その報告はほとんどない。主な採取部位は耳甲介舟部分と耳珠軟
骨と思われる。薄切せずに使用する施設もあるが、薄切する施設が多く、軟骨カッターを使用
する施設、メスで薄切する施設などがある。当院でも10年以上前から耳介軟骨はずっと使用し
ており、以前は薄切せずに使用していたが、10年ほど前から軟骨カッターを使用していた。弛
緩部型真珠腫に対し、canal wall up手術を行った際のscutum plastyにはほぼ全例で使用してい
る。ただ薄切しても軟骨の湾曲は残り、サイズをあわせ、安定させるのは非常に難しい。そこ
で当院では2年半前から、耳介軟骨を薄切しながら10枚以上採取し組み合わせて使用している。
今回、この薄切軟骨採取法をビデオで供覧し、その実際の使用法について解説し、術後の鼓膜
所見を提示する。
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外傷性耳小骨離断に対する内視鏡下耳科手術の優位性

小山　　一、梶本　康幸、畑　　裕子、奥野　妙子
社会福祉法人　三井記念病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】近年、内視鏡を用いて中耳手術を行う内視鏡下耳科手術（Endoscopic Ear Surgery:
EES）が急速に普及してきた。EESは従来の顕微鏡下耳科手術（Microscopic Ear Surgery:
MES）と比較し、広角な視野が得られる一方、片手操作となるため出血の多い症例では難渋す
ることもあり、その適応については慎重に検討する必要がある。今回、我々は外傷性耳小骨離
断を対象に、EESで鼓室形成術を行なった2例と、MESで鼓室形成術を行なった4例とを比較検
討することで、EESの優位性について検討することとした。
【対象と方法】対象は、2010年1月から2017年6月まで当科で鼓室形成術を行なった6例6耳であ
り、EES群とMES群の2群に分けて後方視的に解析した。年齢、性別、受傷原因、術前聴力、離
断部位、術式、手術時間、術後成績を比較した。術後成績の判定は伝音再建後の術後聴力成績
判定基準（2010）を用いた。なお、術後成績についてEES群の1例は術直後のため、検討からは
除外した。
【結果】EES群は2例、MES群は4 例であった。年齢分布はそれぞれ9-44歳、6-63歳であり、性別
はEES群が男性1例女性1例、MES群が男性2例女性2例であった。術前聴力はEES群が45-
61.3dB、MES群が37.5-78.8dBであり、離断部位はEES群がツチ－キヌタ関節離断、キヌタ－ア
ブミ関節離断がそれぞれ1例ずつ、MES群がツチ－キヌタ関節離断が2例、ツチ骨頚部離断が1
例、アブミ骨上部構造離断が1例であった。術式はMES群の1例を除き、全て3型であった。手術
時間はEES群が1時間20分-34分（平均1時間27分）、MES群が1時間38分-53分（平均1時間47分）
であった。術後成績はEES群、MES群とも、全ての症例で気骨導差15dB以内、聴力改善15dB以
上、聴力レベル30dB以内のいずれかに該当する成功例であった。
【考察】EES群とMES群では術後成績に大きな差は認めなかったが、EES群では手術時間がより
短い傾向にあった。これは耳後切開が不要なため、それだけ時間が短縮されたと考えられた。
外傷性耳小骨離断では炎症が乏しいため術野の出血が少なく、内視鏡の鮮明かつ広角な画像を
十分に生かすことができた。低侵襲で手術時間も短くできるため、外傷性耳小骨離断はEESの
非常に良い適応と考えられた。
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当科で手術を行った外傷性耳小骨離断症例の検討

寺岡　正人、岡田　昌浩、山田　啓之、羽藤　直人
愛媛大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】外傷性耳小骨離断の原因は耳かきなどの直達外力によるものと、頭部外傷などに伴
う介達外力によるものとに分けられる。手術による聴力改善は良好であるため、鼓室形成術の
良い適応と考えられる。しかしながら、耳小骨の偏位や離断部位については鼓膜所見や聴力検
査、術前のCT検査から判別が困難なこともある。今回我々は当科で経験した外傷性耳小骨離断
症例13例についてその臨床像や聴力経過について検討した。
【対象および方法】対象は2010年から2017年までに手術加療を行った外傷性耳小骨離断症例13例
13耳である。これらについて年齢や性別、受傷原因、術前の画像診断、離断部位、術式、術前
術後の聴力像について検討した。
【結果】年齢は14歳から75歳、平均40.5歳であり、性別は男性9例、女性4例であった。患側は右
側6耳、左側が7耳であった。受傷原因は耳かきなどの直達外力によるものが3例、交通外傷や転
落などの介達外力によるものが10例であった。離断部位はキヌタ・アブミ関節が7例と最も多
く、つづいてツチ・キヌタ関節3例、両関節に離断を認めたのが3例であった。また術前に顔面
神経麻痺を認めた例が3例あった。術式は再建を行った例はすべて3型であり、一例はアブミ骨
転位と炎症を伴う外リンパ瘻のため、卵円窓閉鎖を行った。
【考察】外傷性耳小骨離断は病歴や聴力検査から容易に疑われるが、診断の決め手はCTによる
画像検査である。最近では耳小骨などの微細な構造を比較的容易に３D構築できるようになり、
診断の一助になると思われた。本検討では耳かきなどの直達外力によるものに比べ、交通外傷
や転落外傷などに起因した介達外力によるものが多く、他部位の外傷などを伴い手術時期が遅
くなる例も見られた。また外傷に伴う顔面神経麻痺を認める例もあり、そのような症例では顔
面神経減荷術も併せて施行した。術後の聴力はおおむね良好であり、手術の有用性が示唆され
た。
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内視鏡下で手術を施行した外傷性耳小骨離断の１例

堀　　龍介、児嶋　　剛、岡上　雄介、大八木誠児、鹿子島大貴、庄司　和彦
天理よろづ相談所病院

【はじめに】内視鏡下耳科手術のよく見える良好な視野と低侵襲である利点は大きいが、狭い外
耳道内での操作のため内視鏡と手術機器が干渉しうること、両手操作ができずに片手操作とな
ることなどの欠点もある。欠点の克服のためには、顕微鏡下耳科手術のコンセプトや手技にと
らわれないことが重要である。例えば鼓膜形成では、片手操作では行いにくいインレイ法にこ
だわらずに、片手操作でできるアンダーレイ法を用いたり、伝音再建ではインターポジション
にこだわらずに IIIcや IVcとするなどである。当科では内視鏡下でも局所麻酔で手術を行うこと
が多い。今回局所麻酔下に内視鏡下で手術を施行した外傷性耳小骨離断の1例について、その手
術コンセプトや手技など含め報告する。
【現病歴】49歳男性。平成28年X月Y日、作業中に３ｍの高さから転落して頭部打撲した。意識
障害はなかったが、転落後から右顔面神経麻痺と右難聴・耳鳴、ふらつきの症状があった。作
業所近くの救急救命センターに搬送され入院となった。全身CTにて脳も含め問題ないと言わ
れ、近医耳鼻咽喉科への紹介状を渡されてX月Y+3日に退院した。近医耳鼻咽喉科で側頭骨CT
施行したところ、側頭骨骨折、外傷性耳小骨離断を指摘されX月Y+5日、当科紹介となった。
【初診時所見】右外耳道後壁皮膚腫脹が強く浸出液がみられ、鼓膜観察不能であった。顔面神経
麻痺は柳原法20点で、ENoG値は眼輪筋94％/口輪筋86％、積分筋電図値は眼輪筋44％/口輪筋
25％であった。純音聴力検査は右気導76.7/骨導21.7dBであった。右耳の側頭骨CT所見は、側頭
骨鱗状部、乳突部、外耳道から内側の錐体部に向かい上鼓室を通過し中頭蓋窩にまたがる縦骨
折線がみられ、迷路には骨折線は見られなかった。乳突蜂巣から鼓室にかけ全体に含気はほぼ
なく、軟部組織陰影が充満し髄液漏と思われた。キヌタ骨は大きく偏位して乳突洞口に位置し
ていた。頭部CTでは脳実質の挫傷や浮腫は見られないものの、クモ膜下出血と硬膜下血腫が指
摘された。脳外科的には入院の適応がないとの判断であったが、当科での加療が必要と判断し
入院とした。
【方針と経過】顔面神経麻痺については、ENoG値が保たれていたため緊急の減荷術を施行せず
にステロイド点滴の方針とした。髄液漏については、頭部挙上安静の方針とした。伝音難聴に
ついては、髄液漏が停止して側頭骨内の含気が回復した時点で手術とする方針とした。ふらつ
きについては、頭部外傷後の内耳振盪症を疑って内服で経過観察の方針とした。ステロイド点
滴が終了した後の入院8日目に退院とした。退院後X+2月の時点では、外耳道腫脹は消失して正
常鼓膜を観察することができ、顔面神経麻痺は完全回復し、ふらつきは改善傾向であった。
X+3月の時点では、側頭骨CTでは乳突蜂巣から鼓室にかけほぼ含気が回復したが、キヌタ骨は
乳突洞口に位置したままであった。頭部CTでは左慢性硬膜下血腫が指摘されたため、脳外科に
入院して血腫除去術をうけた。純音聴力検査で右骨導43.3/骨導21.4dBと自然回復するものの伝
音難聴が残るため、X+6月時点で当科入院して局所麻酔下でEESを施行した。
【手術所見】１％Eキシロカインを外耳道口周囲と外耳道後壁皮下に注射後、先端が針状の電気
メスで外耳道後壁皮膚を切開して剥離挙上し、次いで鼓膜を全層で挙上してtympanomeatal flap
作成した。外耳道後壁に骨折線がみられた。鼓索神経は同定・温存した。キヌタ骨は中鼓室に
は確認することができず、上鼓室側の骨壁をわずかに削除してツチ骨頭も観察したが、キヌタ
骨は同定できなかった。アブミ骨は肉芽でおおわれており、外耳道後壁の骨折線の延長線上に
位置していた。アブミ骨周囲の肉芽を可及的除去したところ、アブミ骨の形状は正常であり、
可動性良好であった。ツチ骨も形状は正常であった。キヌタ骨を探して摘出したりツチ骨頭を
摘出したりするには後壁をさらに削除する必要があるが、手術の目的は確実な伝音再建である
ため、ツチ骨頭・キヌタ骨は摘出せずに耳珠軟骨を採取してコルメラとし、IIIcで伝音再建し
た。
【術後経過】術後2か月の純音聴力検査は右気導33.3/骨導20.0dBで、聴力改善が得られた。
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