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P-1 zebrafish側線器有毛細胞音波障害モデルのメカニズム

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

ゼブラフィッシュは容易に飼育する事ができ、一度に多く産卵するため実験動物に適してい
る。その体表面には水流を感知する側線器があり、ゼラチン物質でおおわれた動毛をもつ複数
の有毛細胞と支持細胞からなる神経小丘で構成され、構造的に三半規管膨大部に酷似してい
る。また、アミノグリコシドやシスプラチン等内耳毒性薬物がゼブラフィッシュの有毛細胞を
障害するなど、生理学的にも似ている。　最大の利点は、げっ歯類とは違い、有毛細胞は体表
面にあるため解剖の必要がなく、観察が容易な事である。よって、有毛細胞障害に対して多数
の有毛細胞保護候補薬物をスクリーニングする上では最適な動物だと考えられる。　我々は内
耳保護効果薬物を同定するために、アミノグリコシド製剤によるzebrafish側線器有毛細胞障害
モデルを用いた保護候補薬物のスクリーニングを行ってきた。2012年の本学会にて、サプリメ
ント類をスクリーンし、ケルセチン等を同定した事を報告した。また、2014年の本学会におい
ても、漢方薬８種のスクリーニングを行い、すべてに有毛細胞保護効果がある事を報告した。
それらケルセチンや四物湯など、同定された薬物をモルモットの音響障害モデルでの保護効果
を検討したところ、内耳保護効果を示した事を報告してきた。　しかし、アミノグリコシド製
剤による障害モデルは非常に簡便に行う事ができるが、ネオマイシンによる障害は薬物による
障害であり、騒音性難聴等の生理学的障害とは異なると考えられた。より生理学的な有毛細胞
を障害するモデル作成を検討し、2016年の本学会において超音波発生装置による障害モデル作
成を報告、より高周波数で稚魚を障害することなく側線器有毛細胞を障害する事が可能であっ
た（図１）。　一方、強大音による内耳有毛細胞障害の原因としては過剰なグルタミン酸の放出
によって引き起こされる（N Hakuba et al., 2000）、強大音による内耳有毛細胞障害に酸化スト
レスが関与している（Saunders et al., 1985）など、内耳有毛細胞障害のメカニズムとして報告
されている。今回我々は、側線器有毛細胞の超音波障害に関して、強大音による内耳有毛細胞
障害と同様に、側線器有毛細胞でも同じようなメカニズムで障害されているかの検討を行うた
め、酸化ストレスの評価などを行ったので文献的考察を加え報告する。



基底板におけるOHCの機能低下領域と
歪成分耳音響放射レベルの関係：蝸牛有限要素モデルによる数値解析

李　　信英、小池　卓二
電気通信大学大学院　情報理工学系研究科　機械知能システム学専攻

【はじめに】歪成分耳音響放射（DPOAEs）は，外耳道に周波数 f1，f2の異なる2つの音を同時に
入力した際に，入力周波数とは異なる周波数成分が外耳道内に発生するものである．その発生
メカニズムには未だ不明な点があるが，f2に対する歪成分のレベルと純音聴力レベルの変化傾向
は一致しやすいとされている．そこで，本研究では，外有毛細胞（OHC）の非線形な増幅機構
を考慮したヒト正常蝸牛の有限要素モデルを用いて，DPOAEsのシミュレーションを行い，基
底板上とアブミ骨頭における歪成分のレベルを解析した．また，基底板の特定の位置より基部
側の増幅機構を欠如させた高音障害型感音難聴状態においても同様な解析を行い，聴力損失と
DPOAEsの関係を調べた．
【方法】本研究では，アブミ骨，前庭と直線状の蝸牛からなる有限要素モデルを用いた．モデル
各部の物性値はヒトによる報告を基に設定し，一部をモルモットによる報告により補完した．
また，OHCの伸縮による加振力は，報告されているモルモットのOHCの特性を基に，基底板の
速度に応じた力を発生するものとして定式化し，基底板表面に付加圧力として加え，これをac-
tiveモデルとした．モデルのアブミ骨頭に複合音（L1sin（2πf1t）＋L2sin（2πf2t））を負荷し，
DPOAEsを模擬した解析を行った．複合音は最も大きい歪成分（2f1－f2）が得られる条件とされ
る周波数比（f2/f1）1.2，音圧レベル差（L1－L2）10 dB SPLとし，入力音圧L1は外耳道内音圧換
算で65 dB SPL相当とした．また，OHCによる増幅機構を考慮していないpassiveモデル，およ
び基底板上の特定位置（特徴周波数 fhの位置）より基部側（高周波数域）の増幅機構を欠如させ
た高音障害型（h-HL）モデルにおいても同様なシミュレーションを行い，欠如部分がないac-
tiveモデルとの比較を行った．
【結果および考察】アブミ骨底板における周波数成分の解析結果を図1に示す．activeモデルで
は，基底板上とアブミ骨底板において歪成分が見られたが，passiveモデルおよび f2＞fhであるh-
HLモデルでは，歪成分は見られなかった．また，f2＜fhであるh-HLモデルでは，fhが f2から離れ
るに連れ歪成分のレベルが正常耳と同等となった．以上より，特徴周波数が f2である位置よりも
基部側（高周波数域側）の一定領域のOHCによる増幅機構が，DPOAEsの発生に深く関与して
いるものと推測された．
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聴覚に必須な蝸牛の電位環境を維持するK+循環の駆動メカニズム：
実験と計算科学による解析

任　　書晃 1、吉田　崇正 2、上塚　　学 3、土井　勝美 4、猪原　秀典 3、小宗　静男 2、
中川　尚志 1、日比野　浩 1

1新潟大学　医学部　分子生理学、2九州大学　医学部　耳鼻咽喉科、
3大阪大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、4近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科学

内耳蝸牛の内リンパ腔の外側面に位置する蝸牛側壁は、ラセン靭帯と血管条からなる。機能
的には内外二層の上皮層とみなすことができる側壁のイオン輸送により、内リンパ液で常に測
定される+80 mVの高電位が維持されている。Endocochlear potential（EP）と呼ばれるこの電
位環境は、聴覚に必須であり、内層と外層に観察される膜電位の総和である（Nin et al., PNAS
2008）。これらの膜電位は、側壁を一方向に流れて蝸牛全体を巡るイオン流「循環電流」によっ
て制御されていると考えられている。この概念の妥当性は、側壁に発現するイオンチャネルと
輸送体の活性を数式で表した上で統合した我々の数理モデル（Nin-Hibino-Kurachi model: NHK
モデル）によって示されている（Nin et al., PNAS 2012）。しかし、外層を構成する「ラセン靭
帯」が循環電流に寄与するか否かは、この組織のイオン輸送特性が十分に明らかでなかったた
め、謎であった。　近年我々は、in vivo電気生理実験により、ラセン靭帯が、（1）Na+, K+-AT-
Paseを介してK+を実際に輸送していること、そして、（2）この組織の膜のNa+透過性が高いとい
う２つの特性を示した（Adachi et al., J Physiol 2013; Yoshida et al., Pfluger Arch 2015; Yoshida
et al., Pfluger Arch 2016）。循環電流の駆動システムの仕組みを総合的に理解するため、本研究
では、実験で見出したこれらのラセン靭帯の特性が重要であるという前提に立ち、それらを
NHKモデルに組み込むことで新たな数理モデルを構築した。この “Fibrocyte integrated Nin-Hi-
bino-Kurachi model（fi-NHK モデル）”では、正常状態のみならず、以前のモデルで再現できな
かった条件での電位・イオン動態の実験結果も適切にシミュレーションすることができた。し
たがって、モデルの前提が正しいと結論づけられた。すなわち、循環電流にはラセン靭帯にお
けるNa+, K+-ATPaseのみならずNa+透過性が深く関わって成立する。以上により、ラセン靭帯
を含めた蝸牛循環電流の駆動システムが、初めて包括的に示された。
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内リンパ液の維持に関与するらせん靭帯膜タンパク質の網羅的解析

野々村頼子 1、任　　書晃 2、上塚　　学 3、猪原　秀典 3、堀井　　新 1、髙橋　　姿 1、
永森　收志 4、金井　好克 4、日比野　浩 2

1新潟大学大学院　医歯学総合研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野、
2新潟大学大学院　医歯学総合研究科　分子生理学分野、

3大阪大学大学院　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　薬理学講座　生体システム薬理学

内耳蝸牛を満たす内リンパ液は、細胞外液でありながら150 mMのK+濃度と+80 mVの高電位
（EP: Endocochlear Potential）を示す。この特殊体液では、浸透圧や酸塩基平衡も厳密に保たれ
ている。内リンパ液のこれらの環境は、聴覚にとって必須であり、主に蝸牛側壁の上皮組織
「血管条」と結合組織「らせん靭帯」によるイオン輸送により維持されていると指摘されてい
る。以前、我々は、血管条の網羅的解析により、1807種類の膜タンパク質を同定し、その中か
ら細胞膜に発現する25種のイオンチャネルと79種類の輸送体を見出した（Uetsuka et al., Eur J
Neurosci 2015）。側壁のイオン輸送を司る分子プロファイルを包括的に明らかにするため、本研
究では、らせん靭帯を網羅的解析の標的とした。実験には、7週齢の雄BN/SsNSIcラット40匹を
用いた。まず、生理食塩水を全身灌流したのち、蝸牛を摘出した。らせん靭帯は、隣接する血
管条と密に結合しているため、分離した場合、純度が問題となる。そこで、ビオチンの外リン
パ灌流により標識したらせん靭帯を実体顕微鏡下で血管条から分離し、その抽出タンパク質を
ビオチン強親和性ビーズで精製した。このサンプルに対して質量分析（LC-MS/MS解析）を行
った。その結果、820種類のタンパク質を同定した。これらの中には、データベース検索により
474種類（全体の約58 ％）の膜タンパク質が見出された。また、細胞膜に発現する5種類のイオ
ンチャネル、18種類のイオン輸送体、18種類の受容体を同定した。本研究の成果は、内リンパ
液の恒常性が基づく側壁イオン輸送の仕組みの解明のみならず、その破綻が関わる内耳疾患の
病態生理の理解に有用な情報を提供すると考えられた。
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ヒト内リンパ嚢由来線維芽細胞からのTSLP産生と各種薬剤の影響

山田武千代、佐藤　輝幸、小泉　　洸
秋田大学大学院　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】音響暴露によりラット蝸牛内の炎症性サイトカインであるTNFα，IL-1βの発現増
加（Front Neuroanat. 2017, 11:9），内リンパ嚢でのサイトカインによる分化誘導プログラム細
胞死（Cell. 2013, 155: 1104-18），マウス内耳細胞（HEI-OC1）でのTLR4リガンドによるTNFα、
IL-1β, IL-6 の産生亢進（J Immunol. 2011, 186: 1140-50），ラット内耳線維細胞でのインフルエン
ザ菌によるCXCL2の発現増強（J Immunol. 2012 188: 3496-505），IL-32によるHEI-OC1の細胞内
カルシウム増加とIL-1β産生（Cytokine. 2011, 53: 153-7.）など，内耳におけるサイトカインネッ
トワークが報告されている。今回我々は，ヒト内耳由来の細胞としてヒト内リンパ嚢由来線維
芽細胞を培養し，炎症性サイトカイン，Toll-like receptor（TLR）リガンドによる自然免疫反応
としてTSLP産生と各種薬剤の影響を検討した。
【方法】（1）（線維芽細胞の分離）手術時に採取したヒト内リンパ嚢の組織片を，RPMI 1640 培養
液で３〜４週間培養し線維芽細胞を分離培養し５〜６継代した後実験に用いた。（2）（リアルタイ
ムPCR）Total RNAを抽出し，Taqman Reverse Transcription Reagentsを用いて逆転写し，
cDNAを作成した。Taqman probeを使用してABI PRISM 7000 Sequence Detection Systemで
リアルタイムPCR反応をした。β2 microglobulin を内在性コントロールとして判定量的に測定
した。（3）（サイトカイン産生測定）線維芽細胞をRPMIで培養し，種々の条件で培養し刺激後の
上清を採取しTSLP（thymic stromal lymphopoietin）産生量をELISAキットで測定した。（4）
（各種薬剤）抗ヒスタミン薬，ロイコトリエン拮抗薬，Syk阻害剤R788，デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウムを用いた。
【結果】TNFα，TLR3リガンドであるpoly（IC），TLR4リガンドであるLPS，ヒスタミンによ
りTSLPの産生が認められた。特にTNFα，TLR3リガンドによるTSLPの産生亢進が著明であ
った。抗ヒスタミン薬において，TNFα，TLR3リガンド，TLR4リガンド，ヒスタミンによる
TSLPの産生亢進の抑制効果を示した。
【まとめ】ヒト内リンパ嚢由来の細胞を用いて各種リガンドによるTSLP産生と各種薬剤の影響
を示した。細胞を用いた実験であり課題も多いが，各種薬剤の影響を観察可能であり，ヒト内
耳細胞の研究モデルとしては何らかの貢献ができる系であると考えている。
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Single-cell RNA-seqによるマウス内リンパ嚢の
網羅的遺伝子発現解析

本田　圭司 1,2、喜多村　健 3、堤　　　剛 4

1総合病院土浦協同病院　耳鼻咽喉科、2米国国立衛生研究所、3茅ヶ崎中央病院、
4東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
前庭水管拡大は先天性難聴患者に最も多くみられる内耳奇形である。前庭水管拡大を引き起こ

す遺伝子異常にはSLC26A4（ペンドレッド症候群/非症候群性難聴DFNB4）、ATP6V0A4あるい
はATP6V1B1（難聴を伴う遠位尿細管アシドーシス）などが知られている。マウスにおいても、
Slc26a4やAtp6v0a4、またこれら遺伝子の発現調節に働く転写因子Foxi1をノックアウトした場
合、各々が難聴、前庭障害、内リンパ腔拡大といった共通のフェノタイプを示す。一方で、
Slc26a4は蝸牛（外ラセン溝細胞など）、前庭（移行細胞）、および内リンパ嚢に発現しているが、
Atp6v0a4とFoxi1の発現部位は内リンパ嚢のみである。また最近の研究から、Slc26a4を内リンパ
嚢のみに発現させたトランスジェニックマウスは、難聴や内耳形態異常を示さないことが判明し
た（Li et al., PLoS genetics, 2013）。これらの知見は、内リンパ嚢が前庭水管拡大の形成に極めて
重要であることを示唆するものである。
形態学的には内リンパ嚢上皮には少なくとも２種類の細胞があることが報告されてきた。Mito-

chondria-rich cell（MRC）（light cell）は豊富なミトコンドリアと微絨毛を有し典型的には内腔に
突出した形状を呈するが、Ribosome-rich cell（RRC）（dark cell）は、微絨毛が少なく、その表面
は平坦である。Slc26a4、Atp6v0a4、Atp6v1b1、Foxi1はMRCに特異的に発現していることが知
られている。
筆者らは、胎生期での内リンパ嚢の内リンパ吸収の破綻が前庭水管拡大の原因である仮説を立

てた。上皮間の水移動にはイオン輸送が必要であり、Slc26a4がコードするペンドリンおよび
Atp6v0a4やAtp6v1b1がコードするv-H+ATPaseがその機能の一端を担っていると考えられるが、
他のイオン輸送体の発現についてはあまり知られておらず、そのイオン輸送機構は未解明であ
る。
【目的】
内リンパ嚢に強く発現している遺伝子を網羅的に解析し、内リンパ嚢細胞のイオン輸送モデル

を構築する。
【方法】
野生型マウス（C57BL/6J）の内耳を摘出し、内リンパ嚢を周囲の結合織を含めて採取した。酵

素処理により内リンパ嚢上皮を結合織から単離し、さらに単一細胞に解離した。Fluidigm C1 Sin-
gle-Cell Auto Prep Systemを用いて細胞ごとのcDNAを採取し、次世代シーケンサーを用いてシ
ングルセル遺伝子発現解析（Single-cell RNA-seq）を行った。得られた結果を免疫組織化学染色
で検証した。
【結果と考察】
主成分分析と階層クラスタリングの結果、5日齢、30日齢のマウス内リンパ嚢上皮細胞は遺伝

子発現的に２つの細胞グループに分類された。一方のグループは、多数のミトコンドリア関連遺
伝子と既知のMRCマーカー（Slc26a4、Atp6v0a4、Atp6v1b1、Foxi1、Coch、Jag1）を特異的に
発現しており、他方はリボソーム関連遺伝子を強く発現していたことから、それぞれMRC、RRC
と割り当てた。MRCには他にもClチャネル（Clcnkb、Bsnd）、Naチャネル（Scnn1a）、HCO3

－

/Cl－トランスポーター（Slc4a9）などが発現しており、イオン輸送に重要な役割を担っていると
考えられた。RRCは、細胞外マトリックス形成に関連した遺伝子を発現しており、内リンパ嚢の
発生や形態維持に必要と思われた。また30日齢のRRCでは免疫応答に関する遺伝子の発現が強く
なっていたことから、生体防御における内リンパ嚢の関わりが示唆された。胎生期の内リンパ嚢
を含めて解析した結果からは、発生初期の内リンパ嚢前駆細胞は細胞分裂を行いながらRRCへと
分化し、その一部がMRCへと特殊化することが推定された。
本研究によって多数の細胞特異的マーカー遺伝子が同定された。この細胞グループごとの遺伝

子発現プロファイルを用いることで内リンパ嚢の発生や機能の分子メカニズムに関する新たな仮
説を立てることが可能であり、前庭水管拡大症やメニエール病などの病態解明に有用と考えられ
る。
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ラット聴覚中枢におけるシナプス前部NMDA受容体による
神経伝達物質放出の抑制

鷹合　秀輝
国立障害者リハビリテーションセンター　研究所　感覚機能系障害研究部

【目的】NMDA受容体はイオンチャネル型グルタミン酸受容体の一つであり、中枢神経系におい
て多様な役割を担っている。そして、聴覚系においても耳鳴との関連が示唆されている。最近
の研究により、NMDA受容体がシナプス後部だけでなくシナプス前部にも発現していることが
明らかになってきた。そして、シナプス前部に発現しているNMDA受容体の活性化は神経伝達
物質放出を制御することが報告されている。しかしながら、シナプス前部NMDA受容体による
神経伝達物質制御のメカニズムは未解明な点が多い。
【方法】生後7－9日齢のウィスターラットからイソフルレン深麻酔下に上オリーブ複合体を含む
脳幹スライス標本を作製し、ガラス電極により台形体のシナプス前部および後部からホールセ
ルパッチクランプ記録を行った。実験に用いた溶液の組成を以下に示す。細胞外液（mM）：125
NaCl, 2.5 KCl, 26 NaHCO3, 1.25 NaH2PO4, 2 CaCl2, 10 D-glucose, 3 myo-inositol, 2 sodium pyruvate,
0.5 sodium ascorbate. シナプス前部用細胞内液（mM）：110 CsCl, 10 TEACl, 40 HEPES, 0.5
EGTA, 1 MgCl2, 12 Na2 phosphocreatine, 2 ATP-Mg, 0.5 GTP-Na. シナプス後部用細胞内液
（mM）：110 CsF, 30 CsCl, 10 HEPES, 5 EGTA, 1 MgCl2. シナプス前カルシウム電流は、細胞外
液にTetrodotoxin（1 μM）とTetraethylanmonium（10 mM, 等濃度のNaClとの置換）を添加し
た上でシナプス前部を－80 mVから0 mVに脱分極させることにより得た。また、興奮性シナプ
ス後電流はシナプス後部を－70 mVに電位固定した上で軸索刺激により活動電位を導出して得
た。すべての実験は室温にて実施された。
【結果】NMDA（500 μM）の投与により、シナプス前カルシウム電流が減少した（26.0 ± 3.7 %,
n = 5）。この効果はNMDA受容体アゴニストであるD-AP5（500 μM）により阻害された（1.2 ±
0.9 %, n = 5, p ＜ 0.001）。更に、シナプス前部にNMDA受容体アゴニストMK-801（0.5 mM）を
負荷することでもNMDAの効果は消失した（3.6 ± 1.1 %, n = 4, p ＜ 0.01）。NMDA受容体はマ
グネシウムによっても阻害されることが知られているが、1 mMでは有為な阻害効果は無く
（19.7 ± 1.6 %, n = 5, p = 0.158）、5 mMまで濃度を上げたところで有為な阻害効果を確認するこ
とができた（3.6 ± 1.1 %, n = 4, p ＜ 0.01）。続いて、NMDAによるシナプス前カルシウム電流
抑制のサブユニット依存性を探索した。GluN2Aサブユニット特異的阻害剤Zinc（300 nM）、
GluN2Bサブユニット特異的阻害剤Ro 25-6981（1 μM）のいずれもNMDAの効果を変化させな
かった。一方、GluN2C/2Dサブユニット特異的阻害剤DQP 1105（10 μM）はNMDAの効果を
減弱させた。これにより、NMDAによるカルシウムチャネルの抑制はGluN2C/2Dサブユニット
依存性であることが明らかとなった。最後に、NMDA（500 μM）により興奮性シナプス電流が
減少した（32.9 ± 1.4 %, n = 7）。
【結論】ラット聴覚中枢（台形体）において、シナプス前部NMDA受容体の活性化により電位依
存性カルシウムチャネルが抑制され、神経伝達物質放出が減少する。
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急性音響外傷マウスにおける炎症関連遺伝子の関与

前田　幸英、假谷　　伸、大道亮太郎、菅谷　明子、西崎　和則
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頚部外科学

急性感音難聴の治療ではグルココルチコイドが広く用いられるが、その効果については定か
でない。動物実験では、急性音響外傷において、グルココルチコイドが有効とする報告がある
が、作用機序は不明である。我々は急性音響外傷マウスの蝸牛において、遺伝子発現や機能の
解析を行ってきた。その結果、急性音響外傷に起因する感音難聴の発症にも、蝸牛局所で、炎
症・免疫機序が関与することを示すデータが複数得られた。
我々は急性音響外傷マウスとして、CBA/J、BALB/c、C57BL/6といった系統のマウスを、

120dB SPL オクターブバンドノイズ（8.0-16.0kHz）に2時間暴露する実験を行っている。
１）急性音響外傷マウスにおいて、Macrophage Migration Inhibitory Factor（Ｍif）の聴覚へ
の関与が示された。ＭifはProinlfammatory cytokineの一種である。　ＭifはCd74、Cxcr2/4から
なるレセプターと結合し、ＭＡＰkinase pathwayを介して、炎症性サイトカインの分泌を促
す。Mifノックアウトマウスに急性音響外傷を惹起させたところ、難聴惹起後２週間において、
ノックアウトマウスでは、野生型マウスに比べて、有意に高度の難聴（Permanent Threshold
Shift）をきたした。走査型電子顕微鏡による検討でも、、Mifノックアウトマウスでは外有毛細
胞の脱落がより高度だった（Kariya and Maeda, et al. Otol Neurotol. 2015）。Ｍifの蝸牛内での分
布としては、免疫染色で、らせん板縁やらせん靱帯に発現していた（Kariya and Maeda, et al.
Neuroscience. 2014）。
２）急性音響外傷マウスの蝸牛での遺伝子発現を、次世代シークエンサ-（RNA-seq）および
DNAマイクロアレイで検討した。急性音響外傷後12時間後に、蝸牛内で発現量が2倍以上（ある
いは1/2以下）となる遺伝子を網羅的に検索したところ、RNA-seqとDNAマイクロアレイでデ
ータが一致する遺伝子を330同定した。これらの遺伝子の機能を解析したところ、“Chemokine
signaling activity”、“Cytokine-cytokine receptor interaction”、“Cell adhesion molecules”といっ
たパスウェイに属する遺伝子が多数同定された。これらの炎症・免疫関連遺伝子の例として
は、音響外傷により5倍以上発現量が上昇する遺伝子として、Ccl7、Ccl2、Cxcl10などがあげら
れる（Maeda and Kariya, et al. Otol Neurotol. 2017）。蝸牛内で、これらの炎症性反応が惹起さ
れる部位としては Intracellular adhesion molecule1（ICAM-1）の局在を検討した報告がある。
ICAM-1はらせん靱帯に局在する（Tan, et al. Histochem Cell Biol. 2016）。
これらの知見から、急性感音難聴の病態に、炎症・免疫関連遺伝子が関連すると考えると、

グルココルチコイドの作用機序の一部が説明しうる。
また、その様な仮説に基づく、遺伝子レベルの情報は、急性感音難聴のリスク因子や、グル

ココルコイドの治療効果予測の研究の基盤となる。例えば、MIF遺伝子多型については、突発
性難聴患者でのグルココルチコイドの治療効果と相関すると報告されている（Yazdani, et al.
Audiol Neurootol. 2015）。
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難聴モデルOtof欠損マウスのらせん神経節細胞の神経栄養因子の
減少を伴うアポトーシス

難波　一徳、務台　英樹、松永　達雄
国立病院機構東京医療センター臨床研究センター聴覚・平衡覚研究部

【はじめに】
OTOF はAuditory Neuropathyを特徴とする非症候群性難聴DFNB9の原因遺伝子である。

OTOF の産物であるOtoferlinは、内耳有毛細胞（HC）のリボンシナプスの、シナプス小胞周辺
に局在する。Otof 欠損マウス（Otof －/－）は小胞からの神経伝達物質の分泌とリサイクルが
障害されることにより難聴を呈する。Otof －/－のリボンシナプス機能阻害の報告はあるが、こ
れによるらせん神経節（SG）の二次的影響の報告はない。そこで本研究では、組織化学的手法
を用いて、胎仔および生後発達期のOtof －/－と正常マウス（Otof +/+）のSG形態観察を行っ
た。
【対象と方法】
生後84日のC57BL/6系統マウスのOtof －/－と同腹のOtof +/+の両側蝸牛の樹脂包埋による

厚切り切片（1μm厚）を作成し、トルイジン青の染色を行った。また、胎生18.5日から生後6日
（一日おき）と、生後28日、42日、84日のOtof －/－と同腹のOtof +/+（n=3）の両側蝸牛の
5μm厚のパラフィン切片を用いた。次にアポトーシス検出するためTUNEL染色を行い、神経細
胞マーカーNeuNおよび II型神経細胞マーカーperipherinの各抗体による免疫組織染色をそれぞ
れ行った。NeuN陽性でperipherin陰性の細胞をI型神経細胞とした。また胎生から生後5日で神
経栄養因子BDNFとその受容体であるTrkBの各抗体による免疫染色を行った。SG全体を50μm
区画で分け、枠内のそれぞれのシグナル陽性の細胞数の計測を行い、平均密度を算出した。
【結果および考察】
トルイジン青で染色したSGにおいてOtof －/－は、Otof +/+と比べI型神経細胞の数は50%減
少していることが解った。また、TUNEL陽性のI型神経細胞の数は、胎生18.5日から生後6日ま
では、Otof +/+、Otof －/－間で有意差は見られなかった。しかし、生後28日から84日の間の
TUNEL陽性の I型細胞の数はOtof +/+と比べ、Otof －/－では有意に増加していた。これに対
し、TUNEL陽性の II型神経細胞では、胎生18.5日から生後28日を通して、両者間で有意差は認
められなかった。また正常のSGにおいてTrkBおよびBDNF陽性のI型神経細胞がそれぞれ生後
3日、4日をピークに観られたが、Otof －/－ではほぼシグナルが観られなかった。またHCでの
これらの発現はOtof +/+、Otof －/－共に観られなかった。
【結論】

Otof の欠損によりリボンシナプスで神経伝達が阻害され、I型細胞のアポトーシスが強められ
た。またOtof の欠損によるBDNFおよびTrkBの発現の違いが観られた。
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ゼブラフィッシュ側線器におけるLOXHD1の発現について

樽本　俊介 1、浅岡　洋一 2、菅原　一真 1、広瀬　敬信 1、竹本　洋介 1、
清木　誠 2、山下　裕司 1

1山口大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科学、
2山口大学　大学院　医学系研究科　医学専攻　システムズ再生・病態医化学講座

【はじめに】
先天性の聴覚障害の発生頻度は、出生1000人に約1人と言われており、その中でも遺伝性難聴

は大きな頻度を占める。現在までに難聴に関与するとされる遺伝子は100種類程度存在するとさ
れ、その原因遺伝子ごとに症状が異なることが明らかになってきている。遺伝性難聴の原因遺
伝子としてGrilletら（1）によって報告されたLOXHD1遺伝子は、DFNB77の原因遺伝子とされ
る。マウスでは有毛細胞の感覚毛に発現することが報告されているが、不明な点も多い。臨床
的には常染色体劣勢遺伝の形式をとる進行性難聴であり、LOXHD1遺伝子変異が原因の難聴家
系は国内でも報告されている（2, 3）。今回我々は、LOXHD1遺伝子のゼブラフィッシュ側線器
における発現について検討したので報告する。
【方法】

The zebrafish information networkで検索を行い，LOXHD1遺伝子がゼブラフィッシュに存
在することを確認した。生後３日目及び５日目のゼブラフィシュからRNAを抽出し、RNAから
逆転写させcDNA プール作成した。LOXHD1のプライマーを用いて同遺伝子のcDNAをPCRに
て増幅し、電気泳動にて目的としたcDNAが増幅されているかどうか確認した。そしてcDNAを
プラスミドベクターに挿入し、RNA プローブを作成した。プローブを用いてゼブラフィッシュ
稚魚に対する in situ hybridizationを施行した。Digoxygenin（DIG）を取り込んだアンチセンス
RNAをプローブとして用い、アルカリフォスファターゼ標識抗DIG抗体で認識、最終的には
NBT/BCIPなどの アルカリフォスファターゼ基質の発色反応で検出した。対照としてセンス
RNAプローブを用いた。
【結果】
顕微鏡にて観察したところ，ゼブラフィッシュの眼球周囲と脊椎付近に発色した側線器を認

めた。対照実験では同部位は発色しなかった。以上によりゼブラフィッシュ側線器においても
LOXHD1のｍRNAが発現していると判断した。
【考察】

DFNB77の原因遺伝子として報告されているLOXHD1遺伝子について，ゼブラフィッシュ側
線器における発現を検討した。ゼブラフィッシュは全ゲノム配列でヒトと80%の相同性があるこ
とや生後72 時間で器官が形成され、1度に200匹程度産卵すること、側線器有毛細胞は内耳有毛
細胞と構造的、生理学的に類似しており、有毛細胞が体表面にあるため、観察が容易であるこ
とで，有毛細胞の実験にはしばしば使用される。LOXHD遺伝子の発現についてポジティブコン
トロールとしてAnion Exchanger 1b遺伝子（AE1b 遺伝子）を用いた。Yuan-Hsiang Linらは
AE1b 遺伝子に対してゼブラフィッシュで in situ hybridization を施行し、同遺伝子がゼブラフ
ィッシュの側線器に発現することを報告している（4）。LOXHD1遺伝子の発現箇所はAE1b遺伝
子の発現箇所と一致したため、LOXHD1遺伝子はゼブラフィッシュの側線器に発現することが
明らかとなった。今回，側線器にLOXHD1が発現することが明らかになったので、今後、
LOXHD1遺伝子を改変させたゼブラフィシュを作成するなど、LOXHD1の有毛細胞における役
割を明らかにする実験を継続する予定である。
【参考文献】
1.　Grillet et al. Am J Hum Genet 85:328-337, 2009.
2. Mori et al. Ann Otol Rhinol Laryngol 124 Suppl 1:135S-141S, 2015.
3. Minami et al. Auris Nasus Larynx 43:609-613, 2016.
4. Lin et al. PLoS One 10:e0117041, 2015.
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Nkcc1の可逆的発現調節による蝸牛形態と機能変化の分析

渡部　高久 1、増田　正次 2、小川　　郁 1

1慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室、2杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室

【背景】Na-K-Cl co-transporter 1（NKCC1）は蝸牛外側壁に発現しており、内リンパ液の高K+

濃度と高い内リンパ電位（EP）の維持に必須である。NKCC阻害薬であるフロセミドはEP低下
に伴う可逆性難聴を示す事が知られており、NKCC1が様々な難聴疾患における聴力変動の一因
となっている可能性がある。一方で、Nkcc1ノックアウトマウスは重度の内耳変性を伴う非可逆
性の高度難聴を示す。これは、一過性、変動性難聴と異なった表現型でありNKCC1の一時的な
発現低下による聴覚への影響を分析するのには適さない。tTS-tetOシステムはテトラサイクリ
ンの誘導体であるドキシサイクリン（DOX）の有無により、標的とする遺伝子の可逆的な発現
と抑制を研究者の任意のタイミングで可能にする。我々は tTS-tetOシステムによりNKCC1の可
逆的発現抑制を可能としたActin-tTS::Nkcc1tetO/tetOを作成し、NKCC1の一時的な機能低下が
内耳構造、機能へどのような影響を及ぼすか検証した。
【方法】Actin-tTS::Nkcc1tetO/tetOに対し妊娠直後（E0）からNKCC1発現抑制をするE0KDマ
ウス、また、出生時（P0）から NKCC1発現抑制をするP0KDマウスについて、日齢35（P35）
における内耳構造、機能的評価を施行した。P0KDマウスでは、P35からNKCC1を再発現させた
P35re-ONマウスを作成し、NKCC1のレスキュー効果を検証した。
【結果】in-situ hybridization（ISH）の結果、E0KDにおいて、コントロールマウスで見られる
血管条、ラセン隆起、外側壁ラセン靭帯タイプ２、４、５線維細胞、ラセン神経節でのNkcc1
mRNAの著明な発現抑制が確認された。P0KDマウスにおいては、血管条において軽度のシグナ
ルが確認されるものの著明な発現低下を認め、その他の部位ではE0KDと同様にシグナルは検出
されなかった。Quantitative reverse transcription-PCR（qRT-PCR）の結果、Nkcc1 mRNA発
現量はE0KDにおいてコントロールマウスの10%、P0KDにおいては30%まで減少している事が
確認された。P35-reONにおいては、DOX投与２週間後のP49で、蝸牛のNkcc1 mRNA発現レベ
ルがコントロールと同レベルにまで回復した事が確認された。その他の蝸牛内K+サイクルに関
わる分子の発現はいずれの分析においても有意な変化を認めなかった。ABRの結果、E0KDに
おいて低音域から高音域にかけて、高度閾値上昇が確認された。P0KDにおいても、軽度ではあ
るが全周波数において有意な閾値上昇が確認された。P35-reONにおいては高音域にのみではあ
ったが、有意な閾値改善が認められた。組織学的評価の結果、E0KDにおいて血管条の高度な萎
縮、もしくは空砲変性、ラセン神経節細胞密度の有意な減少を認めた。1/3のマウスにおいては
ライスネル膜の破綻も認めた。また、有毛細胞の高度障害の所見も認めた。P0KDは有毛細胞の
軽度障害を示すものの、外側壁、神経節に異常所見を認めなかった。
【考察】ISH、qRT-PCRの結果より、Actin-tTS::Nkcc1tetO/tetOマウスはNkcc1特異的に可逆的
な転写抑制を示した。E0KDにおける内耳構造と機能の変化は過去に報告されたNkcc1ノックア
ウトモデルと一致しており、NKCC1発現抑制が適切に働いている事が示された。P0KDの表現
型が軽度であった事は、抑制率がE0KDに比して軽度であった事、NKCC1の影響が出生前後で
異なる事が可能性として考えられる。P0KDにおけるNKCC1発現のレスキューが一部機能改善
を示した事は、NKCC1の一時的な発現低下が、可逆性、変動性難聴に関与してる可能性を示唆
している。NKCC1はEPの形成に関わる事から、今後、EP測定を含めた電気生理学的評価をす
る事で、より詳細な可逆性、変動性難聴のメカニズム解明につながる事が期待される。
【謝辞】本研究は生理学研究所（NIPS）の鍋倉淳一先生、渡部美穂先生より御提供頂いたマウス
を用いた。新潟大学医学部分子生理学教室の日比野浩先生、樋口大河先生、堀かりん先生、慶
応大学医学部 精神・神経科学教室情動の制御と治療学研究寄付講座の田中謙二先生の御指導、
御協力により行われた。深く感謝する。
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ペンドリン（SLC26A4）変異体の
High-throughput機能解析法の開発

和佐野浩一郎 1,2、小川　　郁 2

1Northwestern大学　医学部　耳鼻咽喉科、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

ペンドリン（SLC26A4）は陰イオン（Cl－とI－およびHCO3
－）の交換輸送体であり、遺伝子変

異は変動を反復し進行する難聴の原因となり、Pendred症候群（甲状腺腫を合併）とDFNB4
（難聴のみ）とに分類される。いずれも常染色体劣性遺伝性疾患とされており、次世代シーケン
サーの普及に伴い世界中の難聴患者から多数の変異（526変異）が続々と発見・報告されてい
る。しかし多くの報告において「アミノ酸配列変化をもたらす変異=原因変異」とされており、
タンパク機能の評価は十分に行われていない。一般的にCl－/I－交換輸送の障害により甲状腺腫
が発症し、Cl－/HCO3

－交換輸送の障害により感音難聴が発症すると考えられているが、難聴重
症度や甲状腺腫合併の有無に関する遺伝子型・表現型相関（genotype-phenotype correlation）
は明らかにされていない。
我々はpH indicatorもしくは I－濃度により蛍光強度の変化する蛍光タンパク（mVenus-

H148Q/I152L）を導入した培養細胞を用いてCl－/HCO3
－およびCl－/I－の交換輸送能を効率的に

測定できるHigh-throughput解析法を確立した.変異タンパクを発現させた細胞周囲のイオン濃度
変化に伴う細胞内のpHおよびI－濃度を、plate readerを用いて経時的に定量しペンドリンの交換
輸送能を評価する。
過去に報告された機能解析法は特殊な顕微鏡を用いて個々の細胞内のイオン濃度を測定する

方法や、放射性同位元素を用いた方法であり、高価な機材や特殊な設備を用いて専門性の高い
研究者が時間をかけて1個1個の変異を評価するものであった。しかし我々の解析法では短時
間、かつ同時に複数個の変異を評価可能であり、非常に効率的である。
これまでの検討の結果では、まったくイオン交換能を認めない変異や,野生型より弱いものの

イオン交換能をもつ変異に加え,野生型と同様のイオン交換能を認める変異も認めた。また、Cl－
/HCO3

－とCl－/I－の交換能が一致しない変異も認めた。
現在、報告されたすべての変異の機能解析・分類を進めており、タンパク機能に重要な部位

を明らかにするとともに、病的ではない可能性のある変異の同定も行っている。また、様々な
薬剤の効果を評価し変異タンパクの機能異常を正常化するためのdrug screeningにも活用する。
今後、効率よく速やかに機能解析を行うことができるという本法の特徴を生かし、患者から

新しく発見された変異の病因性判定、重症度・予後予測や、治療薬が発見された場合には適応
判定など、臨床の現場に速やかにフィードバックできる解析法となるよう質を高めていきた
い。
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Exome解析を用いた新規難聴原因遺伝子の探索

務台　英樹 1、松永　達雄 1,2

1国立病院機構東京医療センター　感覚器センター　聴覚平衡覚研究部、
2国立病院機構東京医療センター　臨床遺伝センター

【目的】　遺伝性難聴が疑われる患者において、既知の難聴遺伝子を対象とした次世代シーケン
サーによる保険検査が診断上有効である。一方で、症候群性難聴まで含めると数百種類の原因
および関連遺伝子が知られ、さらに新規難聴遺伝子の報告が毎年相次いでいることから、より
広範囲の遺伝子を対象とした解析が原因探索研究に有効と考えられる。当研究室では全遺伝子
のエクソン領域（Exome）解析結果を第25回本学会で初めて報告した。今回、複数の原因不明
の難聴患者家系に対して、新規難聴遺伝子の探索を目的にExome解析を実施したので報告す
る。
【方法】　対象は遺伝性難聴が疑われ、難聴遺伝子の保険検査で原因未確定、またはGJB2病的変
異およびm.1555A＞G, m.3243A＞G変異なし、当研究室における難聴遺伝子119種を対象とした
次世代シーケンサー解析で原因未同定、あるいは症状から予測された遺伝子に病的変異が同定
できなかった患者とその両親72家系215例。患者および両親血液由来DNAから、Nextera Rapid
Capture Exome Kit（Illumina社）により全exon領域を濃縮し、Hiseq2500シーケンサー（Illu-
mina社）を用い126bp ペアエンドのシーケンス配列を得た。検出された変異のうち公共データ
ベース（dbSNP, 1000Genomes, ESP6500, ExAC, HGVD, iJGVD、in house DB）上で頻度が高い
ものを除き、アミノ酸配列に影響のある変異について動物種間保存性、in silico機能改変予測を
おこなった。家系解析により原因候補の絞り込みを実施した。既知難聴遺伝子および動物モデ
ルで難聴報告のある遺伝子、またカニクイザル蝸牛において他組織に比較し高発現量を示す遺
伝子に対して、優先的にSanger解析で変異確認をおこなった。
【結果と考察】　Exome解析により72家系中34家系で原因候補が1遺伝子に絞られた。このうち
新規難聴遺伝子候補が10種12家系で絞られた。2遺伝子については、遺伝子欠損動物モデルが難
聴を発症することが知られていた。また、1遺伝子はカニクイザル蝸牛で高発現を示す遺伝子で
あった。現在、一部の遺伝子について細胞実験により機能変異解析を実施中である。また、既
知の難聴遺伝子12種類が原因候補として検出され、保険検査に含まれない変異や難聴遺伝子、
付随症状として難聴を呈する症候群性疾患の原因候補同定が可能となった。一方で、候補遺伝
子が複数の（1遺伝子に絞られなかった）家系が34家系、候補遺伝子なしが4家系であり、exon
領域外に原因変異をもつ可能性などが考えられた。Exome解析は新規難聴遺伝子の探索研究に
有効であることが示された。
【謝辞】　本研究は理化学研究所・統合生命医科学研究センター　宮冬樹先生、角田達彦先生、
桃沢幸秀先生、鎌谷洋一郎先生、久保充明先生、医薬基盤研究所霊長類医科学研究センター
柴田宏昭先生との共同研究である。
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次世代シークエンサーを用いた
Auditory neuropathy spectrum disorderに対する遺伝子解析

岩佐陽一郎、西尾　信哉、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】　Auditory neuropathy spectrum disorder（以下ANSD）は聴性脳幹反応（ABR）
に高度異常もしくは無反応にも関わらず、耳音響放射（OAE）にて良好な反応を示すことが特
徴である。ANSDには症候群性・非症候群性ともにあり、遺伝形式も優性遺伝・劣性遺伝・母
系遺伝形式をとるものなど様々である。原因となる遺伝子変異も複数同定されており、OTOF,
PJVK, GJB2, OPA1遺伝子変異、ミトコンドリア遺伝子変異などが挙げられる。今回我々は
ANSD患者を対象として次世代シークエンサーによる解析結果につき検討を行ったため文献的
考察を加えて報告を行う。
【対象・方法】　対象は、信州大学耳鼻咽喉科が管理する日本人難聴患者遺伝子データベースの
中でANSD（もしくはANSD疑い例含む）の41症例。これまでに難聴の原因として報告のある63
遺伝子をIon PGMTMシステム（life technologies）を用いてシークエンスを行った。　ANSDの
判断は聴力閾値が70dB以上もしくはABR異常波形、かつOAEの反応がある症例をANSD確実例
とした。新生児聴覚スクリーニングにてOAEが陽性でその後のOAEの経過が追えない症例に関
してはANSD疑い例とした。
【結果】　変異解析を行った41例中30例（73.1%）に少なくとも一つの遺伝子変異を認めた。聴
力レベルでは 30例がprofound（90dB以上）、7例が severe（70-90dB）、3例がmoderate（40-
70dB）、1例がmild（40dB未満）であった。Severe-profoundの症例では37例中30例（81.1％）
と、より高率に原因となる可能性のある遺伝子変異を認めた。mild-moderateの4例では遺伝子
変異は同定されなかった。変異が同定されなかった症例には視神経萎縮や筋ジストロフィーな
ど症候群性を疑う症例も認められた。　遺伝子変異の内訳としては18例がOTOF遺伝子変異の
ホモもしくはコンパウンドへテロ接合体、2例がOTOF遺伝子変異のヘテロ接合体、3例がGJB2
遺伝子変異のホモ接合体、3例がCDH23遺伝子変異のコンパウンドヘテロ接合体、2例がCDH23
遺伝子変異のヘテロ接合体、1例がSLC26A4遺伝子変異のコンパウンドへテロ接合体とOTOF遺
伝子変異のヘテロ接合体の両者をもつ症例、1例がミトコンドリア遺伝子変異であった。　遺伝
子変異が同定された30例のうち、OTOF遺伝子変異を有する症例が21例（70.0%）と多数である
ことが確認された。
【考察】　今回の対象となった患者のうち73.1%に遺伝子変異を認め、さらにsevere-profoundに
対象を限定すると37人中30人（81.1％）と高率に遺伝子変異が同定できた。変異検出率が高かっ
た理由としてOTOF遺伝子変異が多数を占める（70.0%）ことが原因と考えられ、severe-pro-
found の聴力閾値でANSDと診断された患者の大部分はOTOF遺伝子変異によるシナプス伝達障
害によるANSD、すなわちsynaptopathyであるといえる。これは人工内耳の効果が期待でき、
治療選択を行う上で有益な情報となる。　これとは対照的に、mild-moderateの症例に関しては
遺伝子変異の検出率が低く、シナプス以降に原因のあるいわゆる true ANSD、post synaptic
ANSDの関与が背景にあることが示唆される。mild-moderateのANSDに関しては稀であること
からまだ十分に詳細が解明されておらず、今後の検討課題と思われた。
【まとめ】・ANSD患者に対し次世代シークエンサーによる変異検索を行い、41名中 30名
（73.1%）に少なくとも一つの遺伝子変異を認め、OTOF遺伝子変異によるものが大多数を占め
ていた。・次世代シークエンサーを用いた解析により、ANSDにおける遺伝子変異の関与の割合
や聴力像など、全体像が明らかとなってきたと言える。
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TECTA蛋白の構造解析による新規変異の分子病態予測

山本　修子 1,2,3、難波　一徳 2、務台　英樹 2、森田　訓子 4、松永　達雄 1,2

1国立病院機構　東京医療センター　耳鼻咽喉科、
2国立病院機構　東京医療センター　臨床研究センター、

3慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、4帝京大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】TECTA遺伝子は内耳コルチ器の蓋膜の主要な構成物であるα-tectorinをコードし
ており、ENT領域、ZA領域、ZP領域の3領域で構成されている。TECTA遺伝子変異は、非症
候群性難聴（DFNA8/12, DNFB21）の原因として報告されており、動物モデルによる実験で
TECTA変異が蓋膜の構造変化を起こすことが確認されているが、分子レベルでの検討を行った
報告はない。我々は第118回日本耳鼻咽喉科学会にて、谷型難聴の10.4%はTECTA変異が原因
で、深い谷型（4.8%）より浅い谷型（13.0%）、劣性遺伝（6.8%）より優性遺伝（17.4%）で変異
頻度が高いこと、TECTAのZP領域に新規ミスセンス変異を2つ報告した。今回、その新規ミス
センス変異の分子病態の解明のため、分子モデリングによるTECTA蛋白の構造解析を行い、1
変異で分子病態を予測できたので報告する。
【症例】父及び父方の祖母に難聴の家族歴がある15歳男性。新生児スクリーニングは未受験で、
生後9ヵ月時に呼名反応不良でABRを受けたが正常との診断。3歳児健診で言語発達遅滞を指摘
され受診し、中等度難聴の診断に至った。合併症はなく、CTで中耳・内耳に奇形を認めず、現
在まで聴力の変動や進行はない。発端者、父ともに浅い谷型の聴力像であり、遺伝性難聴の可
能性が疑われ遺伝子検査を行ったところ、TECTAのZP領域に新規ミスセンス変異が同定され
た。
【方法】変異を認めたTECTA蛋白の1900番目のチロシンはZP 領域のN末端側（ZP-N）に位置し
た。ヒトTECTA蛋白ZP領域の立体構造は未解明のため、構造ホモロジーが高いニワトリZP3蛋
白のZP領域の立体構造を鋳型に、SWISS-MODELを用いてヒトTECTA蛋白ZP領域の立体構造
を予測した。さらに、TECTA蛋白はZP-N部位で結合し二量体を形成しているが、ニワトリZP3
蛋白の二量体立体構造は未解明のため、ヒトTECTA蛋白およびニワトリZP3蛋白のZP領域と構
造ホモロジーが高く、かつ二量体を形成するヒトuromodulin蛋白を鋳型に用いた。この鋳型と
先に予測したヒトTECTA蛋白ZP領域の立体構造と表示ソフトUCSF Chimera1.11を用いて、ヒ
トTECTA蛋白の二量体モデルを作成し、本変異の影響を予測した。
【結果】アミノ酸1900番目のチロシン（Y1900）は、自身のアミノ酸1807番目リシン（K1807）
と水素結合を結んでおり、ZP-Nを構成する2つのβシート構造をつなぎとめる唯一の水素結合で
あった。Y1900のミスセンス変異では、この水素結合が消失するため、ZP-N構造が変形し、ZP-
Nを介したTECTAタンパクの二量体が形成できないと予測された。
【考察】Y1900の変異により、ZP-Nでの二量体形成が阻害されて、蛋白質の重合が進まず、蓋膜
構造に異常が起こる可能性が示唆された。優性遺伝形式のTECTA変異の場合、ZA領域の変異
では高音障害型、ZP領域の変異では谷型になるとされている。Leganら（2014）は、マウスモ
デルの実験から、TECTAはZA領域に架橋されたZP領域によって線状シート状基質を形成して
いると推測している。さらに、ZA領域のミスセンス変異では蓋膜が厚く短くなり有毛細胞との
接着がやや緩くなるが、ZP領域のミスセンス変異では蓋膜が円背型に大きく変形し有毛細胞と
の接着が極めて不良になリ、ABRの閾値上昇もZA領域よりZP領域の変異の方が大きいと報告
している。本研究で解析したミスセンス変異はZP領域の変異で、二量体形成を阻害することで
線状シート状基質に異常が生じて、蓋膜に変形を起こし、難聴の原因になると考えられた。
【結論】TECTAのZP領域Y1900の新規ミスセンス変異は、二量体形成を阻害し蓋膜構造に異常
を引き起こし、難聴の原因となる可能性が示唆された。
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音響外傷性難聴に対するカルパイン阻害薬の治療効果

山口　太郎
摂南大学　薬学部　薬理学研究室

【目的】感音難聴は、高齢者に最も高頻度に発症する身体障害の一つとされており、大部分が内
耳蝸牛障害に由来する。これまでの難聴研究の多くが蝸牛有毛細胞に焦点をあて、有毛細胞保
護作用を示す薬物が多数報告されているが、感音難聴に対する薬物治療はきわめて限定されて
いる。一方、音刺激による蝸牛内有毛細胞の興奮には、蝸牛外側壁のギャップ結合を含むイオ
ン透過・輸送システムによる蝸牛内リンパのK＋イオン濃度の維持が重要であることから、本研
究では蝸牛外側壁のイオン透過・輸送システムであるギャップ結合機能に注目し、新規難聴治
療薬としてカルパイン阻害薬について検討した。
【方法】音響外傷性難聴モデル動物は5-6週齢Std-ddY系雄性マウスへ110 dB（8 kHz, 1 h）を曝
露することにより作製した。曝露後におけるギャップ結合機能を、細胞間色素輸送法を用いて
評価した。また、音響曝露後のカルパインの活性化は、α-fodrinの分解産物（145 kDa）の発現
をウエスタンブロット法により解析し、評価した。曝露後の有毛細胞障害はphalloidinを用いて
染色することにより解析した。次に、曝露直後に後半規管外リンパ灌流法によりカルパイン阻
害薬（PD150606, 10 μM, 5μL）を投与し、曝露後日数経過に伴う聴力の変動を聴性脳幹反応
（ABR）にて測定した。また、カルパインの活性化およびギャップ結合機能を同様に測定した。
【結果】音響外傷性難聴マウスでは、音響曝露直後から少なくとも7日後まで持続的な聴覚障害
が引き起こされた。しかしながら、蝸牛有毛細胞死は曝露直後ではなく、曝露後2日以降に遅発
性に生じた。一方、音響曝露直後から外側壁においてカルパインの活性化が認められ、続い
て、ギャップ結合機能の低下、ギャップ結合構成タンパク質のコネキシンの減少がみられた。
これに対し、PD150606の局所投与は、音響曝露によるカルパインの活性化、ギャップ結合機能
の低下および聴覚障害を有意に改善した。さらに、PD150606の局所投与は音響曝露後遅発的に
生じる有毛細胞死についても同様に抑制した。
【考察】以上の結果より、音響曝露による聴覚障害にカルパインの過剰な活性化を介した外側壁
ギャップ結合機能破綻が関与することが推察される。このことから、外側壁障害が感音難聴治
療にとって重要であり、カルパイン阻害薬が感音難聴の新規治療薬の候補となることが示唆さ
れる。
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内耳感覚細胞におけるXBP1-FoxO1相互作用による
小胞体ストレス誘導性オートファジーの制御

岸野　明洋 1、林　　　賢 2、野村　泰之 1、大島　猛史 1

1日本大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2神尾記念病院　耳鼻咽喉科

【目的】小胞体ストレスは、細胞内外からの様々な刺激により発生した構造異常タンパク質が小
胞体内に蓄積することによって引き起こされ、感音難聴を含む多様な疾患の発症に深く関与す
ると報告されている。細胞は小胞体ストレスに対する防御反応として蛋白質品質管理機構の一
つである小胞体ストレス応答（Unfolded protein response: UPR）を有している。UPRが回避で
きない小胞体ストレスを受けた場合、細胞死が誘導される。UPRにおける小胞体ストレスセン
サーにおいて、IRE1α- XBP1経路はアポトーシスによる細胞死シグナル伝達のみならず、細胞
質成分分解機構であるオートファジーの誘導にも深く関与することが報告された。XBP1は転写
因子FoxO1と結合し、オートファジー誘導に関与することが報告されている。しかし、小胞体
ストレス下での内耳感覚細胞においてオートファジーの誘導と細胞死制御にXBP-FoxO1の相互
作用がどのように関与するかは明らかではない。本研究の目的は、XBP1-FoxO1を介した小胞体
ストレス誘導性オートファジーによる内耳感覚細胞死制御機構を明らかにすることである。
【材料と方法】内耳感覚細胞としてHEI-OC1細胞を使用した。小胞体ストレス誘導剤としてツニ
カマイシンを使用した。HEI-OC1細胞に siRNAを用いてXBP1ノックダウン（KD）細胞、
FoxO1 KD細胞を作成した。電子顕微鏡による超微細構造の観察、Western blot法による
XBP1、FoxO1、LC3-IIの発現解析、共免疫沈降法によるXBP1とFoxO1の相互作用の解析、0.4%
trypan blueを用いた細胞生存率測定を行った。
【結果】オートファジー誘導マーカーであるLC3-IIの発現は有意に増加し、細胞質内のオートフ
ァゴソーム数も同様に増加した。一方で、XBP1 KD細胞、FoxO1 KD細胞共に、LC3-IIの発現
誘導およびオートファゴソーム数の増加を認めず、凝集体の増加を認めた。XBP1 KD細胞、
FoxO1 KD細胞の細胞生存率は、コントロール細胞と比較し有意に低下した。これらの結果は、
XBP1とFoxO1がオートファジー誘導と細胞死制御に深く関与することを示している。また、
XBP1 KD細胞において、コントロール細胞において認めたFoxO1の時間依存性の発現低下は確
認できなかった。この結果は、XBP1とFoxO1の生理的相互作用を逆説的に示している。
【結語】小胞体ストレス下において、XBP1-FoxO1の相互作用を介したオートファジーの制御は
内耳感覚細胞保護効果に重要な役割を果たしていることが示唆された。
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転写因子NRF2の活性化による酸化ストレスに対する
内耳保護効果の解明

本蔵　陽平、大石　哲也、川瀬　哲明、香取　幸夫
東北大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】加齢性難聴や騒音性難聴の主な病因は酸化ストレスによる内耳障害であるとされて
おり、酸化ストレスに伴う内耳障害の有効な予防法や治療法を解明することは、健康長寿社会
の実現のため大きく社会に貢献できると考える。今回我々は転写因子NRF2に着目し、NRF2活
性化による騒音性難聴および加齢性難聴の予防効果について解析した。
【背景】騒音性難聴の発症機序の一つは、内耳の虚血再還流障害であるとされる。つまり、強大
音に曝露された際に内耳の血流が一時的に低下し、再還流に伴い増加する酸化ストレスが内耳
の組織傷害や細胞機能低下をもたらし難聴を生じると理解されている。また、加齢性難聴の主
要因もミトコンドリア機能低下に伴う酸化ストレスであるとされている。　一方、転写因子
NRF2は、定常状態ではKEAP1タンパクと結合しユビキチン化されプロテアソーム系で速やか
に分解されるが、酸化ストレスの環境下では分解されず安定化することで、生体防御機構を担
う抗酸化酵素群の遺伝子発現を統括的に誘導する。つまり、ストレス応答性に酸化ストレスに
対する生体防御機構を果たす重要な転写因子である。これまで詳細な内耳におけるNRF2の機能
については解明されていなかった。
【方法】Nrf2遺伝子欠損マウスを用いた強大音曝露実験を行い、聴性脳幹反応（ABR）、免疫組
織化学、RT-PCR、Western Blot、グルタチオン定量により評価した。また、日常の職務の中で
騒音曝露の機会が多いとされている陸上自衛隊員602人のデータを用いて、NRF2プロモーター
領域の一塩基多型（rs6721961）の解析によりNRF2の発現量と騒音性難聴の発症率との関連に
ついて統計学的に検討した。さらに、NRF2が恒常的に活性化している遺伝子改変マウスを長期
飼育し、ABRおよび組織学的に加齢性難聴ついて解析した。
【結果】マウスでのABR評価により、NRF2欠損では野生型より強大音曝露による聴力低下が大
きいこと、NRF2活性剤であるCDDO-Imを強大音曝露前に予め投与することでNRF2依存的に聴
力低下を軽減できること、を明らかにした。　次に、酸化ストレスマーカーである4-hydroxy-2-
nonenal（4HNE）に対する蝸牛の免疫組織化学とイムノブロットでの検討、及び蝸牛組織のグ
ルタチオン定量により、NRF2欠損では野生型と比較して酸化ストレス増加が著明であること、
さらにNRF2活性化剤はNRF2依存的に酸化ストレスを減弱すること、を明らかにした。また、
NRF2欠損マウスは蝸牛のグルタチオン総量が少ないことも明らかとした。さらに、ヒトの一塩
基多型と騒音性難聴との相関に関する統計学的な解析により、NRF2の発現量が少ないことが知
られている一塩基多型を有する人は騒音性難聴のリスクが高いことを明らかにした。一方、長
期飼育したNRF2の恒常的活性化マウスのABRおよび組織学的な解析により、NRF2は加齢性難
聴の進行に対しても機能を有する可能性が見出された。
【考察】Nrf2遺伝子欠損マウスを用いた研究結果から、NRF2は内耳において有意な機能を有し
ており、NRF2の活性化は酸化ストレス軽減による内耳保護効果をもたらすことが分かった。さ
らに、ヒトでもマウスと同様にNRF2の活性と騒音性難聴の発症に関連があることが示された。
つまり、NRF2の発現量が少ないNRF2プロモーター領域の一塩基多型を有する人は騒音性難聴
のリスクが高い一方、強大音に曝される前に予めNRF2活性化剤でNRF2の働きを強めておくこ
とで臨床的に騒音性難聴を予防できる可能性があることが見出された。　さらに現時点ではマ
ウスでの結果に限定されるが、加齢性難聴についても、NRF2を活性化して内耳の抗酸化機能を
高めることで難聴予防につながる可能性があると考えられる。
【謝辞】当研究は、東北大学加齢医学研究所 遺伝子発現制御分野、防衛医科大学校 耳鼻咽喉
科、防衛医科大学校 分子生体制御学講座との共同研究により行われたものである。
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内耳感覚細胞におけるエクソソーム内microRNA let-7bの
新規分子標的としての有用性

林　　　賢 1、五島　史行 2、岸野　明洋 3、野村　泰之 3、神崎　　晶 2、小川　　郁 2

1神尾記念病院　耳鼻咽喉科、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、
3日本大学　医学部　耳鼻咽喉科

（目的）microRNA（miRNA）はエクソソームに含有され、細胞内の標的転写産物に結合するこ
とによって遺伝子発現を調節する短いRNA配列である。エクソソーム内miRNAは細胞外へ放出
された後に隣接細胞に取り込まれ、異種細胞間コミュニケーションによる遺伝子発現制御を行
っている。近年、大脳皮質・海馬から単離されたニューロンにおいてmiRNA let-7bは、細胞漠
と細胞内エンドソームに局在するToll-Like-Receptor 7（TLR7）を介して細胞死制御を行い、
TLR7とリンクするTRPA1を介して疼痛刺激を行うことが報告された。しかし、内耳感覚細胞
においてmiRNA let-7b、TLR7とTRPA1の相互作用は明らかではない。本研究の目的は、内耳
感覚細胞におけるmiRNA let-7b、TLR7、TRPA1の新規分子標的としての有用性を明確にする
ことである。
（材料と方法）内耳感覚細胞としてHEI-OC1細胞を使用した。miRNA let-7b導入細胞、miRNA
let-7b inhibitor導入細胞、TLR7 Knock Down（KD）細胞を作成した。これらの細胞をmiRNA
let-7b、miRNA let-7b inhibitor、TLR7 agonist（loxorbine）で処理した。Transmission Electron
Microscopy（TEM）による細胞超微細構造の観察、培養液からのエクソソームの分離抽出
（ExoQuick-TC, Funakoshi, Japan）、Western blot法によるTLR-7（Abcam, USA）、TRPA1
（Abcam, USA）、ERK（Santa Cruz Biotech, USA）と p-ERK（Santa Cruz Biotech, USA）の発
現解析、Cell viability assayによる細胞生存率測定、Annexin V/PI染色によるアポトーシス細胞
検出を行った。
（結果）miRNA let-7b導入細胞とmiRNA let-7b処理細胞では、control細胞と比較して有意にエ
ンドソームの数は増加した。逆に、miRNA let-7b inhibitor導入細胞ではエンドソームの数は有
意に低下した。miRNA let-7b導入細胞とmiRNA let-7b処理細胞におけるエンドソームの超微細
構造観察において、miRNA let-7b導入細胞では、細胞質内に初期エンドソームと後期エンドソ
ームを確認した。miRNA let-7b処理細胞では細胞質内に初期エンドソームと後期エンドソー
ム、オートファゴソームも確認した。また、miRNA let-7b処理細胞の細胞膜はエンドサイトー
シスを示し、miRNA let-7b処理細胞の培養液には直径200nm程度のエクソソームを確認した。
TLR7 agonist処理細胞の細胞生存率は、時間依存性の有意な低下を示し、アポトーシス細胞も
有意に増加した。TLR7 agonistとmiRNA let-7b inhibitor同時投与した場合、細胞生存率の有意
な低下は認めなかった。TLR7 agonist処理24時間後にmiRNA let-7b inhibitor処理した場合、24
時間後には低下した細胞生存率は、48時間後には回復した。miRNA let-7b処理細胞の細胞生存
率は時間依存性の有意な低下を示し、アポトーシス細胞も有意に増加した。TLR7 KD細胞を
miRNA let-7b処理した場合、細胞生存率の有意な低下は認めなかった。これらの結果は、
miRNA let-7bがTLR7を介してアポトーシスを誘導し、miRNA let-7b inhibitorはアポトーシス
制御に重要な役割を果たす可能性を示唆する結果である。　Western blot法を用いて、miRNA
let-7b導入細胞におけるTLR-7の発現は有意に増加し、miRNA let-7b処理細胞ではTLR-7の発現
は時間依存性に有意に増加すること、miRNA let-7b導入細胞におけるTRPA1の発現は有意に増
加し、miRNA let-7b処理細胞ではTRPA1の発現は時間依存性に有意に増加することを確認し
た。miRNA let-7b導入細胞におけるp-ERKの発現は有意に増加し、miRNA let-7b処理細胞では
p-ERKの発現は時間依存性に有意に増加することを確認したが、ERKの発現はいずれの細胞に
おいても変化は認めなかった。この結果は、miRNA let-7bにより内耳感覚細胞は過敏状態にあ
ることを示している。
（考察）エクソソーム内miRNA let-7bは、TLR-7とTRPA1に認識され、内耳感覚細胞における
細胞死制御と疼痛刺激による細胞過敏反応に重要な役割を果たすことを確認した。エクソソー
ム内miRNA let-7bは、内耳感覚細胞における細胞死と疼痛刺激による過敏反応の新たなバイオ
マーカーとなり、miRNA let-7b inhibitorには内耳保護効果があることが示唆された。
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マウス音響障害モデルのAdalimumab投与による内耳保護効果の検討

山本　陽平、菅原　一真、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】
音響外傷性難聴では、強大音響被爆や反復する騒音暴露により主に音の受容器である内耳有

毛細胞が障害されるとともに、蝸牛血管系にも影響がおよび、しばしば難聴は不可逆的とな
る。それらの有毛細胞への障害および蝸牛血流の低下には炎症性サイトカインが関与している
ことがわかってきており、特に IL-1β、IL-6、TNFαの関与が示唆されている。特にTNFαは
炎症反応の主要なメディエーターであり、音響障害により誘導されたTNFαが蝸牛にけるアポ
トーシス関連遺伝子の発現を変化させ、有毛細胞死を引き起こすと言われている。

TNFαはクローン病や関節リウマチ等の免疫・炎症性疾患の病態形成に重要な役割を果たし
ていることでも知られており、これらの疾患に対する治療として種々のTNF阻害薬が開発さ
れ、臨床試験において優れた効果が確認されている。また、さらに喘息 1）や血管炎 2）、網膜
炎等、様々な炎症性疾患においてTNF阻害薬を使用した基礎研究が進められている。内耳にお
いても、TNF阻害薬の中で唯一の非抗体製剤であるEtanerceptを用いた研究で、音響障害後の
聴力閾値上昇を抑え、蝸牛微小循環を改善し得たとする報告がある。
今回我々は、マウスにおける音響障害モデルを作成し、あらかじめ抗ヒトTNFαモノクロー

ナル抗体製剤であるAdalimumabを腹腔内投与した上で音響負荷を行い、内耳保護効果が得られ
るか実験を行った。その結果について報告する。
【方法】

CBA/Jマウス（6週齢、雄、体重20-23g）を用いた。音響障害の条件は中心周波数4kHzのoc-
tave band noiseを用い、音圧は130dB SPL、暴露時間は5時間とした。音響負荷の前日に負荷前
ABRを施行し、音響負荷の1時間前にAdalimumab群はAdalimumabを5mg/kg腹腔内投与し、
コントロール群は生理食塩水を同量投与した。音響負荷直後にABRを再度測定し、負荷7日後に
再びABRを測定した。その後、深麻酔下に4%パラホルムアルデヒドで経心灌流固定を行い、側
頭骨を摘出した。後固定の後、組織染色を行い、Surfacepreparationを作成した。評価には負荷
前後のABR閾値の変化、および組織染色後の有毛細胞の脱落の程度を比較した。
【結果】
今回行った条件ではAdalimumab群投与群とコントロール群の間に一定の傾向は認めたが、有

意な差は得られなかった。
【考察】

Adalimumabを用いたマウスの他疾患研究においては、効果が得られたとする報告の中で、
Adalimumabの投与方法や量について複数の報告があり、今回行った負荷前の1回投与の他に、
負荷をかける以前から少量ずつ頻繁に投与する方法が報告されている。今後、Adalimumabの投
与量や投与方法について条件を更に検討し、追実験を行っていく。
【参考文献】
1. F. Catal, E. Mete, C. Tayman, et al: A human monoclonal anti-TNF alpha antibody（adali-

mumab）reduces airway inflammation and ameliorates lung histology in a murine mode of
acute asthma. Allergol Immunopathol（Madr）. 2015; 43（1）:14-18.

2. Raghav Oberoi, Jutta Schuett, Harald Schuett, et al: Targeting Tumor Necrosis Factor-α with
Adalimumab: Effects on Endothelial Activation and Monocyte Adhesion.  PLoSONE 11（7）:
e0160145. doi: 10.1371/journal.
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蝸牛外有毛細胞アポトーシスに対するセラミドの影響

廣瀬　由紀、田渕　経司、原　　　晃
筑波大学 医学医療系 耳鼻咽喉科

【はじめに】セラミド（Cer）はスフィンゴ脂質の一種であり、スフィンゴシンと脂肪酸がアミ
ド結合した化合物群の総称である。 Cerは細胞死に関与することが知られている。合成経路と
してde novo合成経路とスフィンゴミエリンから形成される経路の二つがあり、シスプラチン
（CDDP）によってスフィンゴミエリナーゼが活性化され、スフィンゴミエリンからセラミドの
合成が促進されることが知られている。また、セラミドキナーゼの働きによってCerからセラミ
ド-1-リン酸（C1P）が生じる。われわれは、以前CDDPによる蝸牛有毛細胞アポトーシスに対し
てC1Pが保護的に作用すると報告した。今回、Cerの蝸牛有毛細胞アポトーシスに対する効果を
検討した。
【方法】3-5日齢のB6Jマウスのコルチ器を含む基底回転部分を摘出し、器官培養を行った。薬剤
で48時間負荷し、4％パラホルムアルデヒドで固定、Phalloidin染色を行い、外有毛細胞数を計
測した。CDDPに対するセラミドの影響を調べるため、Cer（10μM、30μM、100μM、
200μM）単独投与群と、CDDP 5μMとをCer（10〜200μM）同時投与群を作成した。またCer
の外有毛細胞アポトーシスに対する影響を調べるため、Cer 500μMとセラミドキナーゼ阻害薬
（10〜200μM）を同時投与した。いずれも48時間負荷した後の外有毛細胞消失率を比較した。
【結果】Cer単体投与群では外有毛細胞はCer 500μM投与時にわずかに障害された。CDDPとCer
同時投与群においては外有毛細胞消失率が上昇した。Cerとセラミドキナーゼ阻害薬を同時投与
すると外有毛細胞消失率は著しく上昇し、NVP-231 200μM投与時は完全に有毛細胞は消失し
た。（図）
【考察】我々は、本来有毛細胞は高いセラミドキナーゼ活性を持っており、Cerが急速にリン酸
化されることで結果としてCIPが増加し内耳保護に働いている、つまり有毛細胞は高濃度のCer
によって保護されているのではないか、という仮説を立てた。　今回、CDDP存在下でCerを投
与すると、蝸牛有毛細胞アポトーシスの増強を認めた。また、Cer単体では有毛細胞障害は軽度
であるが、Cer存在下でセラミドキナーゼ阻害薬を投与すると、蝸牛有毛細胞アポトーシスの著
しい増強を認めた。以前我々は、有毛細胞障害に対してC1Pが保護的に作用するという報告し
た。これらから、Cer自体は内耳障害性に働くことが再確認されたが、実際の内耳ではCerはセ
ラミドキナーゼにより速やかに内耳保護に働くCIPへと代謝されていることがわかった。
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選択的有毛細胞死がミエリン鞘に及ぼす影響について

栗岡　隆臣 1、水足　邦雄 1、松延　　毅 2、塩谷　彰浩 1

1防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座、2日本医科大学　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】
これまでの動物モデルを用いた内耳障害の研究では、加齢、音響外傷や薬剤等がよく用いら

れてきた。これらの動物モデルにおいて、その障害は蝸牛有毛細胞やシナプスなどを中心に広
範囲で観察され、さらにミエリン鞘にも障害が及ぶことは知られている。しかし、このような
退行性変化は音響外傷や薬剤等によって直接引き起こされる1次性変化なのか、それとも蝸牛有
毛細胞死によって引き起こされる2次性変化なのかについては、未だに明らかではない。そこで
今回我々は、遺伝子改変マウスを用いて選択的有毛細胞死が蝸牛神経のミエリン鞘に及ぼす影
響を中心に検討を行った。
【方　法】
実験には3週齢のhuman diphtheria toxin receptor（DTR）マウスを使用した。DTRマウス

は、有毛細胞特異的なPou4f3をコードする領域にDTRを発現させた遺伝子改変マウスであり、
diphtheria toxin（DT）の全身投与によって、有毛細胞を特異的に細胞死に誘導することができ
る。このDTRマウスにDTを投与し、1-2ヵ月後に蝸牛を摘出して、以下の項目について検討を
行った。１）聴性脳幹反応、２）有毛細胞数、３）支持細胞数、４）らせん神経節細胞の密
度、５）骨らせん板内の蝸牛神経線維密度、６）ミエリン鞘。さらに本モデルと音響外傷モデ
ルの比較を目的として、DTRマウスにDTを投与せずに、強大音（2-20 kHz, 120 dB SPL, 3
hours）を負荷し、同様の項目について比較を行った。
【結　果】

DT投与後1週間のDTRマウスはABR検査の100 dB SPLに無反応となり、投与後１週間におい
てほぼすべての内、外有毛細胞が消失していたが、支持細胞数に変化は認めなかった。また、
らせん神経節細胞密度は変化を認めなかったが、細胞の大きさは有意に縮小していた。さら
に、骨らせん板内における蝸牛神経線維の直径も縮小を認めた。ミエリン化の指標であるg-ratio
及びミエリンの厚さについては、音響外傷モデルでは有意に障害をみとめたものの、選択有毛
細胞死モデルでは変化を認めなかった。
【考　察】
選択的有毛細胞死が蝸牛神経およびミエリン鞘に及ぼす影響は音響外傷と比較して軽微であ

った。選択的有毛細胞死後の神経サイズ縮小については、外界からの音刺激が中枢に入力され
ないことに伴う萎縮性変化の1つと考えられた。一方、音響外傷においては、有毛細胞死が完全
ではないにもかかわらず、ミエリン鞘で退行性変化を認めた。以上より、内耳障害におけるミ
エリン鞘の退行性変化は有毛細胞死が原因ではなく、強大音そのものによる1次性変化であるこ
とが示唆された。
【謝辞】
本研究はミシガン大学耳鼻咽喉科のYehoash Raphael教授との共同研究であり、DTRマウス

はワシントン大学耳鼻咽喉科のEdwin W. Rubel教授より提供していただいた。諸先生方に深謝
いたします。
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全身投与されたアミノグリコシド系抗菌薬の
内耳有毛細胞への進入経路の解明

真壁　彩音、川島　慶之、丸山　絢子、伊藤　　卓、藤川　太郎、堤　　　剛
東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　耳鼻咽喉科

【はじめに】全身投与されたアミノグリコシド系抗菌薬（AG）は有毛細胞に取り込まれ、副作
用として不可逆的な聴覚障害、平衡障害を引き起こす。これまでAGの有毛細胞への進入経路の
研究は生体外（in vitro）を中心に行われ、機械電気変換（MET）チャネル、エンドサイトーシ
ス、transient receptor チャネル等が候補として挙げられてきた。しかし、生体内（in vivo）に
おける進入経路の詳細は、生体内で候補経路に特異的に作用する有効な阻害剤がなく、またチ
ャネル分子の詳細が不明であったために解明されていない。近年、我々はMETチャネルの構成
分子としてTMC1およびTMC2を報告した。本研究では全身投与したAGの有毛細胞への進入経
路の解明を目的に、METチャネルを欠損したTmc1Δ;Tmc2Δマウス（MET欠損マウス）と、X
染色体上にmCherry標識Tmc1を導入することで雌体の有毛細胞においてTMC1をモザイク状に
発現させたマウス（METモザイク発現マウス）を用いた。
【方法】有毛細胞へのゲンタマイシンの取り込みを定量化するため、蛍光色素Texas-Redで標識
したゲンタマイシン（GTTR）を作成した。生後0-6日齢の野生型マウスとMET欠損マウスに
GTTRを全身投与し3時間後に蝸牛の感覚上皮を取り出し固定した。有毛細胞に特異的に発現す
るタンパクであるMyosin VIを免疫染色することで有毛細胞の範囲を決定し、その中に取り込ま
れたGTTRの蛍光強度を定量的に計測した。次にMETモザイク発現マウスを用いて、同様に
GTTRを全身投与し、取り出した蝸牛をin vitroにてFM1-43に10秒間浸漬したのち直ちに洗浄、
固定し観察した。
【結果】生後4日齢のマウスでは、MET欠損マウスは野生型マウスと比べ有毛細胞内の蛍光強度
が有意に低かった。生後0, 2, 4, 6日齢のマウスについて日齢による蛍光強度の変化を観察したと
ころ、MET欠損マウスは日齢による変化が見られなかったが、野生型マウスは日齢の増加とと
もに有毛細胞内のGTTRの蛍光強度が上がる傾向が見られた。METモザイク発現マウスの感覚
上皮においてはGTTRを取り込んだ有毛細胞はFM1-43を取り込んだ有毛細胞と一致した（図）。
【結論】以上の結果より、全身投与したAGは、主に内リンパを経由しMETチャネルを介して有
毛細胞に進入することが明らかになった。さらに本研究で用いたこれらのマウスは、他の薬剤
性難聴の発症機序解明や予防法確立へも活用しうると考えられた。（本研究はNIDCD/NIHのDr.
Andrew J. Griffithと当教室の共同研究として行われた。）
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蝸牛におけるζ型ジアシルグリセロールキナーゼの局在と機能

新川智佳子、伊藤　　吏、千葉　真人、窪田　俊憲、二井　一則、欠畑　誠治
山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

【目的】ジアシルグリセロールキナーゼ（DGK）はジアシルグリセロール（DG）をリン酸化し
てホスファチジン酸（PA）に変換する酵素であり、DGやPAの量を変化させることで、様々な
細胞内シグナル伝達系を調節している。脳や心筋など様々な臓器においてその発現と機能が検
討されてきたが、これまで内耳におけるDGKについて検討した報告はなく、今回、内耳蝸牛で
のDGKアイソザイムの発現とその局在、さらには音響障害による影響を検討した。
【方法】動物は　Hartley系モルモットを用いた。DGKには多数のアイソザイムが報告されてお
り、はじめに聴力正常のモルモット蝸牛からRNAを採取し、RT-PCRにてDGKアイソザイムの
発現を検討した。また発現しているアイソザイムの蝸牛内局在を検討するために免疫組織染色
を行った。次に、音響障害とDGKの関連を検討するために、音響暴露条件を4-8kHzのバンドノ
イズ、125dB、3時間と設定し、この条件で聴力の推移と、外有毛細胞の消失率の推移を検討し
た。さらに、音響暴露後のDGKの蝸牛内局在を免疫組織染色にて検討した。
【結果】RT-PCRの結果、DGKα、DGKε、DGKζ、DGKιの発現を認めた。そこで、細胞の
ストレス障害に関与するアイゾザイムとして報告されているDGKζに着目し、免疫組織学的検
討を追加した。正常蝸牛においてDGKζは内有毛細胞（IHC）、支持細胞に強く発現し、外有毛
細胞（OHC）にも中等度の発現が認められた。いずれもDGKζの細胞内局在は核内であった。
また、らせん神経節細胞の核内にも発現、局在していたが、その周囲のグリア細胞には発現し
ていなかった。次に、今回用いた音響暴露条件を検討したところ、今回の条件は高度難聴が持
続し、音響暴露後24時間以降も外有毛細胞の消失率が徐々に上昇し続けることが分かった。さ
らに、この音響障害モデルにおいて、DGKζの蝸牛内局在を免疫組織学的に検討したところ、
暴露後24時間では残存するOHCにおいて正常と同様にDGKζは核に免疫反応を示したが、音響
暴露後1週ではDGKζ免疫反応が核内から細胞質に移行しているOHCと、DGKζの免疫反応自
体が減弱しているOHCが混在して観察された。さらに音響暴露後2週間では、残存するOHCで
はDGKζ免疫反応が減弱していた。
【考察】これまで他臓器において、ストレス障害を受けた細胞ではDGKζの発現が低下しアポト
ーシスが起こることが報告されている。特に有毛細胞と同様に非分裂細胞である神経細胞にお
いては、DGKζが核から細胞質に移行することによって、異常な細胞周期が再開され、アポト
ーシスを引き起こすと報告されている。今回の研究では蝸牛における外有毛細胞の遅発性脱落
とDGKζが核から細胞質に移行し、その後発現が低下するという現象が時間的に一致してお
り、この結果から、外有毛細胞においてDGKζが音響障害後のアポトーシスによる細胞脱落に
関与している可能性が推測された。
【まとめ】モルモットの蝸牛においてDGKζはIHC、OHC、支持細胞の核内に発現しており、音
響障害後のOHCにおいてDGKζが核から細胞質へ移行するという現象は、OHCの遅発性脱落に
関与していると考えられた。
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ミトコンドリア蛍光（mtGFP）マウスを用いた
蝸牛有毛細胞内ミトコンドリア動態の検討

吉川　弥生、浦田　真次、木下　　淳、山岨　達也
東京大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】細胞内のミトコンドリアの形態や挙動を評価するには、これまで電子顕微鏡での超
薄切片観察や、mitoTrackerなどの蛍光色素を用いた染色法が用いられてきた。しかし、蛍光色
素染色では手技が煩雑であるため染色作業中にミトコンドリアの損傷が起きたり蛍光が退色し
たりする可能性があること、電子顕微鏡解析では拡大倍率が必ずしも細胞内ミトコンドリアの
全体像を把握するのに適していないこと、など種々の困難があった。

mtGFP-Tgマウスは、こうした困難を克服するべく開発されたマウスである 1－2）。本マウス系
統は核ゲノム中にcytochrome c oxidase由来ミトコンドリア移行シグナル配列とEGFPの融合遺
伝子を導入しているため、ミトコンドリア内でのみEGFPが発色するようになっている。本マウ
スを用いて、薬剤障害時の蝸牛有毛細胞内のミトコンドリアの挙動を観察した。
【方法】mtGFP-Tg幼若マウス（P3）の蝸牛感覚上皮を体外培養し観察を行った。対照群とし
て、野生型マウスをmitoTracker Orange CMXRosで染色した組織を観察した。また、蝸牛感覚
上皮をGentamycin 0.2mMおよびAntimycin A 0.1μg/mlで24時間障害した場合の組織を観察し
た。成体マウス（P11およびP70）での観察も行った。
【結果】MitoTracker Orangeで染色した蝸牛感覚上皮では組織内ミトコンドリア分布の詳細は
判別できないが、mtGFP-Tgマウスではミトコンドリアが有毛細胞内に多く、支持細胞内には少
ないことが明瞭に確認できた。ゲンタマイシン、アンチマイシンの投与後は有毛細胞内ミトコ
ンドリアシグナルが低下し、細胞質全体から細胞核周囲方向への移動・凝集が起こることが観
察できた（図）。
【結論】mtGFP-Tgマウスを用いることで、組織内ミトコンドリア分布の詳細が観察できた。さ
らに薬剤障害や音響障害、硬組織透明化手法を組み合わせれば、蝸牛細胞におけるミトコンド
リアの挙動がその場で検出可能である。
1）Shitara H et al. FEBS Lett 500（1-2）: 7-11, 2001.
2）Shitara H et al. Exp Anim. 59（1）: 99-103, 2010.
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ミトコンドリア tRNAのチオメチル化修飾異常が
加齢性難聴に及ぼす影響について

三輪　　徹
熊本総合病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、熊本大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【目的】
ミトコンドリア機能異常は、老化や加齢性難聴に影響を与えることはよく知られている。し

かしながら その生理学的メカニズムや病理については未だ解明されていない。 ミトコンドリア
異常症の一部では、ミトコンドリアtRNA（mt-tRNA）の化学修飾の欠損がその発症の原因であ
ることが明らかになっている。mt-tRNAの化学修飾はコドン解読の際の誤翻訳の防止に必須で
あり、化学修飾の欠損は誤翻訳を惹起し、電子伝達系蛋白質合成を減少させ、活性酸素
（ROS）の産生を誘起し組織傷害を起こすと考えられている。そこで、本発表においては、ミト
コンドリアの機能異常に伴う加齢性難聴の発症メカニズムを探るために、mt-tRNA化学修飾の
欠損によるミトコンドリアの機能異常が聴覚機能にどのような影響を及ぼすかについて検討を
行うこととした。
【方法】

cdk5rap1（CDK5 Regulatory Subunit Associated Protein 1）遺伝子のノックアウト（KO）
マウスは、mt-tRNAのチオメチル化修飾が欠損したマウスである。このKOマウスの加齢に伴う
聴覚機能、内耳の形態変化について検討を行うために、1, 3, 5, 12か月齢のKOマウスそれぞれに
ついて聴覚閾値を計測し、その後マウスを安楽死させ、実体顕微鏡下に蝸牛を摘出しH&E染色
および免疫組織染色を行い内耳形態の変化を観察した。また、蝸牛有毛細胞の脱落について評
価を行うため、摘出した蝸牛の骨壁を削除し、蝸牛軸を除去した後、サーフェスプレパレーシ
ョンを行い、免疫染色後有毛細胞をカウントする。コントロールには同齢・同種のヘテロ型マ
ウスを用い、同様の実験を行う。
【結果】

1, 3か月齢のcdk5rap1 KOマウスとヘテロマウスでは、ABR閾値に差はなかったが、5, 12か月
齢のKOマウスでは、ヘテロマウスよりも有意にABR閾値が上昇していた。ラセン神経節細胞数
も同様の結果であった。
【考察】

Cdk5rap1 KOマウスを用いた代謝系の実験では、mt-tRNAのチオメチル化修飾の欠損により
電子伝達系蛋白質が低下し、好気的呼吸が障害され、ミトコンドリア機能が低下することで、
エネルギー需要の多い組織である骨格筋及び心筋の機能が低下していることが明らかとなって
いる（Wei et al., Cell Metab, 2015）。Cdk5rap1 KOマウス内耳においても同様に、蝸牛内でコド
ン解読の際に誤翻訳が誘起され、呼吸鎖電子伝達系蛋白質合成やATP産生の低下が起こり、ミ
トコンドリア機能が低下することで活性酸素が増加することが予想される。活性酸素の増加は
酸化ストレスとなり、有毛細胞を傷害することがこれまでの研究で知られており（Yamashita,
Brain Res, 2004）、これにより感音難聴が出現することが予想される。今回の実験では、上記の
機序が老化によって促進する可能性が示された。
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衝撃波管実験装置を用いたマウス聴覚障害の解析

原田　栄子、水足　邦雄、塩谷　彰浩
防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座

1．背景
近年、軍人のみならず民間人を含めた爆傷受傷者がテロリズムや紛争の多発に伴い増加して

いる。近年ではテロリズムで主に使用される即席爆弾による民間人の爆傷患者が増加し、軍人
においてはボディアーマーの発達に伴い相対的に頭頸部の爆傷が増加しており、イラク戦争に
おいては耳関連の爆傷が最多であった。2013年4月15日に発生したボストンマラソン爆破事件に
おいて発生した爆傷患者でも鼓膜穿孔、一過性の感音難聴、永久的感音難聴、耳鳴、聴覚過敏
など耳関連の合併症が多数報告されている。本研究では爆傷による衝撃波を忠実に再現できる
衝撃波発生装置を用いて、マウスの聴覚障害の病態を解析した。
2．方法
図１は衝撃波管実験装置の概略図である。衝撃波管は高圧部と低圧部からなり、全長1200mm

（低圧部の長さ800mm、高圧部の長さ400mm）、内径25mm、外径34mmのSUS管である。高圧
部と低圧部の間はポリエステル製の隔膜で仕切られている。高圧部に窒素ガスを導入し、数
MPa程度の高圧状態にする。その後針によって隔膜を破断し、衝撃波が低圧部管端方向に伝播
していく。衝撃波の強さ及び波形は管口部を及び資料位置に設置された圧力センサ（東陽テク
ニカ）及びオッシロスコープを用いて測定した。本研究における資料位置での衝撃波ピーク圧
は25kPaに設定した。CBA/Jマウス♂、6週齢、体重17-20gを使用し、衝撃波の照射はマウス正
面より行った。照射直後に細径内視鏡（AVS）を用いて鼓膜所見を観察し、照射後1日、7日、
28日にauditory brainstem response（ABR）を行いの聴覚機能評価を行った。28日後に経心灌
流固定後断頭を行い両側の蝸牛を摘出、Myosin VIIA, CtBP2, GluR2の免疫染色を行いコルチ器
の形態を観察評価した。
3．結果
衝撃波照射直後よりマウスの聴力は著明に悪化したが、今回使用した0.5MPaでは鼓膜に穿孔

は生じず、聴力障害は感音難聴であることが判明した。難聴のピークは照射１日後に認めら
れ、その後低音域は改善する傾向が認められるものの、高音域の難聴は残存した。組織学的に
は、基底回転を中心に外有毛細胞の脱落と、シナプスリボンの減少を認めた。本研究で用いた
衝撃波管の爆風の時間変化を見ると、ピーク圧力（正圧）、立ち上がり時間、負圧などのパラメ
ータを持っている。鼓膜および内耳は空気と接する組織であり、圧縮および引張の影響を受け
やすく、とくに爆風のパラメータの一つである負圧が大きな障害を与えると考えられている。
その点で、今回のモデルは実際の爆傷受傷時の聴覚障害を忠実に再現していると考えられる。
また、これまでの閉鎖系衝撃波管を用いた研究報告では、ほぼ全ての照射動物に鼓膜穿孔が照
射直後に認められていたが、今回の研究では鼓膜穿孔を認めなかった。これは、本研究で用い
た衝撃波管が開放形であることが影響しており、こちらも実際の爆傷受傷時の状態により類似
していることが考えられた。

Otol Jpn 27 (4) :559 , 2017

P-27



大阪大学幼児難聴外来における
先天性サイトメガロウイルス感染症例の検討

大崎　康宏 1、太田　有美 1、佐藤　　崇 1、今井　貴夫 1、花田有紀子 1、今井　隆介 1、
大畠　和也 1、大矢　良平 1、川島　貴之 2、森鼻　哲生 1,3、木澤　　薫 4、

岡崎　鈴代 5、増村千佐子 6、岩本　依子 7、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、2八尾市立病院　耳鼻咽喉科、
3大阪医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、4近畿中央病院　耳鼻咽喉科、

5大阪市立総合医療センター　耳鼻咽喉科、6市立吹田市民病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
7大阪母子医療センター　耳鼻咽喉科

大阪大学では以前から幼児難聴外来を開設し、週1回の完全予約制として院内外からの多くの
難聴児の紹介を受け入れている。今回我々は、2001年以降に大阪大学医学部附属病院の幼児難
聴外来にて経過観察を行った先天性サイトメガロウイルス感染症15例の経過をまとめ報告す
る。乳児期から当院へ受診されていたのが8例（初診時月齢の中央値: 4.5ヶ月）、他院で精査・加
療後に当科へ紹介されたものが4例（初診時月齢の中央値: 27ヶ月）、めまいや難聴で紹介受診さ
れたものが3例（学童期以降）であった。新生児聴覚スクリーニング検査は7例で施行され、両
passが3例、一側referが2例、両referが2例であった。初診時点で両高度難聴であったものが5
例、両側ほぼ正常聴力が2例、その他一側性難聴などが8例であった。すぐに来院されなくなっ
た1例を除いた14例で聴力経過を追跡できたが、最終的に人工内耳埋め込み術を行ったものが4
例、補聴器装用が5例、裸耳で様子観察が5例であった。人工内耳手術を行っていない症例のう
ち、10年以上追跡できている3症例の経過を示す。
1. 難聴を主訴に6歳時に当科初診された女児。純音聴力検査にて右33.8dB、左60.0dBであり、補
聴器装用を開始された。なおこの頃に臍帯CMV-PCR検査を行い、陽性であったことから先天性
サイトメガロウイルス感染症と診断された。両聴力は徐々に低下し、12歳時にやや急な聴力低
下も見られて両90dB以上の閾値が続いている。一方で語音聴力検査では補聴器装用時に60dBで
100%の語音明瞭度が得られており、慎重に補聴器での聴力フォローを続けている。
2. 出生時採血にてCMV-IgM陽性を認め先天性サイトメガロウイルス感染症と診断され、バルガ
ンシクロビル投与を受けた男児。8ヶ月齢のABR検査にて右耳は105dB無反応、左耳は90dBでV
波を認めた。両補聴器装用し、プレイオーディオができるようになった現在では右90dB前後、
左80dB前後の聴力が続いている。
3. 出生時採血にてCMV-IgM陽性を認め先天性サイトメガロウイルス感染症と診断され、バルガ
ンシクロビル投与を受けた男児。5ヶ月齢のABR検査にて右105dB無反応、左30dBでV波を認め
た。COR検査でも良好な聴力を認めたため補聴器は装用せず、良聴耳の左側は特に聴力低下な
く経過している。
聴力が良い場合でも、左右耳別の聴力検査が安定して施行できるまでの経過観察を勧めてい

る。また、経過中の聴力低下に備えて人工内耳手術も視野に入れた観察体制が必要と考えられ
た。
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21トリソミー乳幼児例における難聴の病態

岡野　高之、谷口　美玲、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

21トリソミー、いわゆるダウン症候群は、染色体異常の中では日常診療で遭遇することが少
なくなく、1,000出生あたり0.1－1の頻度とされている。21トリソミーの症状は多岐にわたる
が、耳鼻咽喉科がかかわることも多く、顎顔面の奇形、閉塞性睡眠時無呼吸、先天性食道閉
鎖、甲状腺機能低下症と並んで、難聴の頻度は比較的高い。21トリソミー児の難聴は、外耳、
中耳、内耳の奇形のほか、滲出性中耳炎によるものが知られており、その頻度は22.9-80％と報
告に大きな幅があるが、これらの相違は対象症例の年齢にも依存すると考えられる。難聴の存
在は言語発達に影響を及ぼしうるため早期の診断と介入が望まれるが、一方でその解剖学的特
徴から原因となる病態の確定がしばしば困難であり、合併する知的障害との鑑別が困難である
こと、生命にかかわる心疾患等の治療でしばしば難聴の精査開始が遅れること、など、21トリ
ソミー児の難聴の取り扱いについては苦慮することが少なくない。今回難聴が疑われ当科を受
診した21トリソミー児の難聴の程度や原因となる病態について後ろ向きカルテレビュー形式で
検討したので、報告する。

2005年7月から2017年6月までの13年間で、満3歳までに当科を受診しABR等の精密聴力検査
を行った21トリソミー例は24例で、内訳は男性15例、女性9例、初診時の月齢は平均9.5ヵ月で
あった。20例は新生児聴覚スクリーニングを受けていたが、4例では受けていなかった。24例中
21例が少なくとも一側耳で45dB以上の中等度難聴を有すると診断されたが、今回の検討では良
聴耳の閾値が70dBを超える高度難聴を示した例は見られなかった。6例は一側の感音難聴と診断
され、そのうち3例で蝸牛神経管/内耳道狭窄を認めた。両側の感音難聴と考えられた５例中４
例で補聴器の装用を開始したが、そのうち２例で後に聴力が改善し不要となった。両側の中等
度伝音難聴と診断された10例のうち2例で鼓膜換気チューブ留置が行われた。
一般に21トリソミー児は滲出性中耳炎の罹患率が高いことが知られるが、その他にも両側の

中等度〜高度の難聴、一側の重度難聴を示す例が認められた。初診時の聴力から高度難聴が示
唆される症例でも、徐々に聴力の改善を認める場合があり、21トリソミーに伴う蝸牛神経の髄
鞘化の遅延、外耳道の拡大、滲出性中耳炎の改善などの機序が推察された。このような両側の
難聴を有し補聴器が望ましいとされた症例では、補聴器の装用に躊躇すべきではなく、その後
も聴力改善の可能性を念頭におきながら注意深く経過観察を行えば良いと考えられた。さらに
諸家の報告では、中耳腔内の間葉組織の残存、アブミ骨の変形や固着、骨迷路の奇形、蝸牛神
経低形成などの病態が21トリソミー例で報告されており、これらの診断には側頭骨CTが有用で
あると考えられた。
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当院で１歳以降に補聴器装用を開始した症例の検討

加藤　　健、江崎　友子、中川　知紗、服部　　琢
あいち小児保健医療総合センター

1. 緒言
新生児聴覚スクリーニング検査の態勢が整備され、先天性難聴児の早期検出、補聴器装用に

よ聴覚補償の早期開始が可能となった近年でも、1歳以降に補聴器装用を開始した児を多く経験
する。当科では「1歳6ヵ月健診」や「3歳児聴覚検診」を経ずに難聴を疑われ受診し、補聴器装
用が必要な中等度以上の難聴と診断される症例を多く経験している。今回我々は当院で1歳以降
に補聴器装用を開始した児の、難聴を発見された経緯、新生児聴覚スクリーニング検査の受診
状況について検討を行ったので報告する。
2. 検討の対象
平成21年4月より平成29年3月までに当科で1歳時から3歳時までにに補聴器装用相談を開始し
た児。ただし既に他院で補聴器装用を開始した児と、補聴器装用相談は行ったが、最終的に補
聴器装用しなかった児は検討の対象から除外した。
3. 方法

1歳児から3歳児を対象に、新生児聴覚スクリーニングで「Pass」、「Refer」と判定された症
例、新生児聴覚スクリーニング検査を「未受診」であった症例の、難聴を指摘され当科を受診
した経緯について検討を行った。
4. 結果
検討の対象となった児は、1歳児が78名、2歳児が28名、3歳児が20名の合計126名であった。

1歳児から 3歳児で新生児聴覚スクリーニング検査でPassと判定された症例は 1歳が 9名
（11.5％）、2歳が7名（25%）、3歳が6名（30%）の合計22名（17.5％）であった。2歳児では、新
生児聴覚スクリーニングをDPOAEもしくはTEOAEで行い、PASSと診断されたものの、その
後言語発達遅滞のため、精査を行った結果難聴と診断された症例が3名でいた。これらの症例は
Auditory Neuropathy Spectrum Disorder（ANSD）が疑われた。

Referと判定された症例は1歳児が33名（42.3％）、2歳児が2名（7.1％）、3歳児が4名（20％）
の合計39名（31％）であった。2歳児、3歳児の中には、家庭環境のため、新生児スクリーニン
グ二次精査を行えず、難聴確認が遅れた症例や、理由は不明であるが、新生児スクリーニング
二次精査を行わなかった症例、新生児スクリーニング検査後母国へ一旦帰国、再来日後に補聴
器装用開始となった症例が1名ずついた。
新生児聴覚スクリーニング検査を未受診であった症例は1歳児が24名（30.4％）、2歳児が13名

（54.2％）、3歳児が8名（40％）の合計45名（35.7％）であった。1歳児8名、2歳児2名、3歳児2
名は超出生体重児や重複障害などのため、新生児聴覚スクリーニング検査を行うことができ
ず、聴力確認が遅れた症例であった。音への反応が悪いために難聴を疑われた症例は1歳児が9
名、2歳児が3名、3歳児が0名であった。言語発達遅滞で難聴を疑われた症例は1歳児が6名、2歳
児が6名、3歳児が3名であった。これらの症例は家庭で音への反応の悪さや言語発達遅滞が気に
なるようになり、近隣の耳鼻咽喉科医療施設もしくは検診で相談をし、難聴を指摘もしくは疑
われた症例である。受診したかが不明であった症例は 1歳児が 6名（7.7％）、2歳児が 3名
（10.7％）、3歳児が2名（10％）の合計11名であった。
5. 考察と結語
・当院で1歳以降に補聴器装用を開始した幼児126名の新生児聴覚スクリーニング受診状況と難
聴の発見経緯について検討を行った。

・今回検討の対象となった補聴器装用児の、35.7％が新生児聴覚スクリーニング検査を未受診で
あった。
・両側Refer症例の中には、何らかの理由で二次精査を行うことができなかった症例が存在して
いた。Refer症例をどのように二次精査に確実につなげていく態勢を構築していくのか、今後
の検討課題である。
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徳島県の難聴児に対する聴覚補償の現状とこれまでの経緯

近藤　英司 1、島田　亜紀 1、坂本　　幸 1、宇高　二良 2、武田　憲昭 1

1徳島大学医学部耳鼻咽喉科、2宇高耳鼻咽喉科医院

新生児聴覚スクリーニングおよび乳幼児健診の充実により高度難聴児とともに軽度中等度難
聴児や一側性難聴児も比較的早期に発見されるようになった。また、徳島県では、平成26年度
から軽度中等度難聴児に対する補聴器公的補助制度が開始され、軽度中等度難聴児への補聴器
や補聴援助システムの導入が進んでいる。今回、徳島県の難聴児に対する聴覚補償の現状とこ
れまでの経緯について報告する。　徳島県の軽度中等度難聴児に対する補聴器公的補助制度は
基本的な制度の内容は他県と同様であるが、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判
断するものは両耳の聴力レベルが30dB未満や一側性難聴児であっても補聴器購入費助成の対象
となり、補聴援助システムの受信器の購入費も助成されるという特徴がある。これまで高度難
聴児は障害者総合支援法により補聴器が交付されていたが、軽度中等度難聴児や一側性難聴児
は補聴器を自費購入していた。しかし、現在は軽度中等度難聴児への補聴器購入費助成事業に
より、徳島県では軽度中等度難聴児や一側性難聴児のほぼ全員が公的支援を受けることができ
るようになった。　また、徳島県では、難聴児の聴力の程度を問わず補聴援助システムを教育
委員会が学校へ貸与する制度がある。平成20年から学校医や聴覚支援学校教諭が教育委員会へ
働きかけ、軽度中等度難聴児に対するFM補聴援助システムの学校での導入が始まり、現在は全
ての自治体で、学校がデジタルまたはFM補聴援助システムの送信機を貸与することができるよ
うになった。補聴器購入費の助成を行うときには補聴援助システムが利用できる耳かけ型補聴
器で意見書を記載し、学校での補聴援助システムの利用を促進させている。平成28年3月末時点
で、補聴器を装用している両側性難聴児数は149名であった。うち50名は聴覚支援学校に在籍
し、全員が赤外線もしくはループを用いた集団補聴援助システムを利用していた。99名は普通
学校や他の特別支援学校（知的障害、身体不自由、視覚障害）に在籍し、高度難聴児を中心に
42名がFMもしくはデジタル方式の個人補聴援助システムを利用していた。一方、聴覚補償を受
けている一側性難聴児は34名で、7名が補聴器を装用し、補聴器の装用が困難な高度一側性難聴
児を中心に30名が個人補聴援助システムを利用していた。　補聴援助システムは送信器を装着
する教員の協力が必須であるため、導入前に医療機関から学校へ数か月貸し出しを行ってい
る。補聴援助システムの必要性や使用方法について保護者、学校関係者に十分に説明し、難聴
児への効果が認められた場合に導入しているため、ほとんどの症例は補聴援助システムの利用
を継続している。問題点として、市町村の財政状況等でデジタル式補聴援助システムの普及が
進んでいないこと、中、高等学校では教科別に教師が変わるため、教師の協力が得がたいこと
等がある。
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秋田県における補聴器事業の変革

佐藤　輝幸 1、石川　和夫 2、米谷　博秀 3、山田武千代 1

1秋田大学　大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座、
2秋田赤十字病院　めまいセンター、3米谷耳鼻咽喉科医院

日本耳鼻咽喉科学会では難聴患者が適切な補聴器を利用できるように、補聴器相談医制度を
作成し、難聴患者の障害程度に対応して、機能、価格などで合理的な補聴器利用ができるよう
活動してきている。補聴器の機種選定、利得の調整、装用後の効果判定に耳鼻咽喉科医の介入
は必須であると考えるが、補聴器購入は、医師が介在しないところで自由に行われていること
も事実である。
秋田県での補聴器事業は1986年より日本耳鼻咽喉科学会秋田県地方部会が耳鼻咽喉科医の介

入による補聴器の適切な選択と、公正な購入を推進するため補聴器相談室を開設したことから
始まる。その後、秋田県内各地から紹介患者が相談室を訪れることから、秋田県全域を網羅し
て対応する必要が生じた。秋田県は北海道を除くと5番目に大きな県であり、冬は積雪に見舞わ
れるため、遠方からの患者の利便性を鑑みて、1989年に診察ユニット、防音室を備え、補聴器
適合に不足のない検査機器を備えた補聴器巡回診療車を配備した。2002年には、第1号診療車の
老朽化に伴い、第2号診療車を作成し、運航していた。

2015年3月、今までこの補聴器事業の中核施設であった補聴器相談室が所属施設の建て替えを
機に閉鎖されることになり、補聴器事業そのものが終了する案が浮上した。日本耳鼻咽喉科学
会秋田県地方部会では補聴器事業継続のため、様々な方法を考案し、県担当者と会合および折
衝を繰り返した。また、これまでの補聴器事業の利用実績と県民からの声が後押しとなって、
2015年6月より秋田県が主体となった秋田県地方部会の協力による新しい体制の秋田県補聴器事
業が秋田県福祉相談センターにて開始した。今回の新しい補聴器事業も多くの地方部会員の貢
献により維持されている。2016年10月には老朽化が進んでいた第2号診療車に代わり、第3号診
療車も配備された。新しい体制の補聴器事業では、定期的に県担当者、実務担当および秋田県
地方部会補聴器担当委員が会合を持ち、この業務について会合を行いつつ、より県民のニーズ
にこたえた補聴器事業を展開できるように努めている。
この事業が立ち上がってから2年経過した。今回、この運営の仕組み、経過、問題点について

整理し報告する。
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急性感音難聴後の慢性耳鳴に対する補聴器TRTによりめまい感が
軽快した２症例の検討

伊藤　まり 1、大石　直樹 2、小川　　郁 2

1新百合ケ丘総合病院　耳鼻咽喉科、2慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】今回我々は急性感音性難聴に伴う耳鳴症例に対して患側または健側より補聴器TRT
（Tinnitus Retraining Therapy）を施行し、耳鳴とめまい感の軽快が得られた2症例の治療経過
について報告する。耳鳴の自覚的苦痛度の評価としてTHI（Tinnitus Handicap Inventory）、
VAS（Visual Analogue Scale）（１日のうちで耳鳴の気になる時間％）、DHI（Dizziness Handicap
Inventory）を用いた。
【症例 1】57歳男性。 5年前左突発性難聴罹患し他院にて加療後、左難聴、左耳鳴が軽減しない
ため、平成25年9月当科受診した。標準純音聴力検査　右17.5dBHL左 46.3dBHL耳鳴検査　左
4000Hz60dBPT、 THI74VAS70%DHI 22であった。左一側性感音難聴による左耳鳴に対して左
耳に補聴器GN社VO977-DWを装用とした。再診時には左耳鳴、めまいが軽快した。機種変更を
経てGN社VE 270を購入した。6ヶ月後THI 0 VAS 0% DHI 0 であった。
【症例2】67歳男性既往歴：狭心症4ヶ月前の左突発性難聴で他院にて入院加療後、左難聴、左耳
鳴が軽減しないため、平成 20年 6月 4日当科受診した。標準純音聴力検査　右 21.3dBHL左
70.0dBHL、耳鳴検査　左 500Hz 75dB 、THI 34 VAS 85% DHI 18であった。めまいあり左向き
水平回旋混合眼振を認めた。初回設定時、補聴器TCIともに患側の左耳装用にて音の入力が入ら
ず、補聴器GN社MX70-DVを健側の右耳に装用とした。2週後再診時には耳鳴はTHI14 VAS 40
と軽快した。めまい感も軽快し、補聴器装用時ロンベルグ閉眼検査で正常値を示した。3年後
THI 4 VAS10 DHI 0 であった。
【考察・結語】Rumalla（2015）らは補聴器の効果について、ロンベルグ試験にて補聴器のない
状態よりも補聴器を付けた状態でバランスの改善が有意に認められたと報告している。Sharon
ら（2015）はメニエール病の平衡障害のリハビリとして補聴器装用を挙げていることからも、
補聴器による音の入力により急性感音性難聴等、内耳障害に伴うめまい感が代償されると考え
られた。急性感音難聴に伴う耳鳴症例に対して患側または健側より補聴器TRTを施行し、耳鳴
とめまい感の軽快が得られた2症例の治療経過について報告した。補聴器による入力によってめ
まいに対する改善感が得られた可能性があると示唆された。
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バイノーラル録音音源による頭外定位音の
耳鳴マスキング効果の検討

窪田　　和、泉　　修司、野々村頼子、山岸　達矢、大島　伸介、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】
昨年の本学会にて、開放型イヤフォンからの疑似耳鳴とヘッドフォンおよびスピーカーから

のマスキング音を用いて、音源の距離の違いによる疑似耳鳴のマスキング効果に関し検討し、
遠方からのマスキング音が有意にマスキング効果が高いことを証明した。今回は今後の臨床応
用のためマスキング音はヘッドフォンのみとし、ダミーヘッドでバイノーラル録音した音源
と、左右の音圧を調整したモノラル音源を使用し、開放型イヤフォンからの疑似耳鳴のマスキ
ングに要する音圧を計測し、音源定位と耳鳴マスキング効果の関連を検討した。
【対象・方法】
耳疾患が無く自覚的耳鳴のない14名を対象とした。男性10名、女性4名で、年齢は24歳から44
歳（平均34.1歳）であった。純音聴力検査で聴力閾値を確認後、疑似耳鳴音は4kHzの純音と
し、右耳4kHzの純音聴力閾値+15dB、+20dB、+25dBの3種類を右耳に提示した。マスキング音
源は、防音室内でダミーヘッドの右方3mの距離のホワイトノイズを録音したものをバイノーラ
ル音源とした。バイノーラル音源の右チャンネルの成分のみをモノラル音源とし、バイノーラ
ル音源の左右の音圧と同一にして両耳に提示した。これによりヘッドフォンで聴取した際に左
右の耳に入る音圧は同等だが、バイノーラル音源ではマスキング音が頭外に定位し、モノラル
音源では頭内に定位する。これらを用い疑似耳鳴音のマスキングに要した音圧を計測した。
【結果】
右耳4kHzの聴力閾値は0dBから20dBで、平均6.9dBであった。疑似耳鳴音の各音圧におけるマ

スキング音圧はそれぞれ以下の通りであった。
閾値+15dB（n=7）バイノーラル：平均38.9dB、モノラル：平均42.2dB（p＜0.05）
閾値+20dB（n=14）バイノーラル：平均41.6dB、モノラル：平均42.9dB（p＜0.05）
閾値+25dB（n=14）バイノーラル：平均44.6dB、モノラル：平均46.6dB（p＜0.05）

【考察】
疑似耳鳴の各音圧ともにバイノーラル録音によるマスキング音源がモノラル音源に対し有意

に小さい音圧で疑似耳鳴をマスキング出来ており、頭内定位する音源よりも頭外に定位する音
源の方が疑似耳鳴のマスキング効果が高いことが実証された。今回の検討はあくまで健聴者を
対象とした疑似耳鳴によるシミュレーションであるため、今後実際の耳鳴症例に対して本効果
を確認していく予定である。
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急性低音障害型感音難聴難治例に対する人参養栄湯の効果

真鍋　恭弘
真生会富山病院

【はじめに】急性低音障害型感音難聴は、比較的予後良好な疾患であるが、治療に反応しない難
治例の治療には難渋することが多く、本疾患の重要な課題と考えられる。そこで、急性低音障
害型感音難聴難治例に対し、複数の漢方薬の効果を比較し検討したので報告する。
【対象と方法】急性低音障害型感音難聴症例のうち、各種薬剤（循環代謝改善剤、自律神経調整
剤、ビタミン剤、ステロイド剤、浸透圧利尿剤）を投与し、治療開始から２週間以上が経過し
ても、聴力が変わらない症例を難治例とした。その難治例に対し、人参養栄湯と五苓散を投与
し、治療効果を比較した。また、対象症例に、身体のだるさなど、気虚スコアに関連するアン
ケートを施行した。
【結果】人参養栄湯を投与した27例（人参養栄湯群）と五苓散を投与した25例（五苓散群）の治
療成績は、改善以上の割合が、人参養栄湯群で有意に多い結果となった。また、それぞれの群
で治療前後の低音３周波数の聴力を比較したところ、人参養栄湯群は有意な聴力改善を認めた
が、五苓散群では有意な改善を認めなかった。気虚スコアに関連するアンケートでは、肉体疲
労感を自覚している症例が約７割存在した。
【考察】急性低音障害型感音難聴には、蝸牛の内リンパ水腫を想定し、浸透圧利尿剤であるイソ
ソルビドを使用したり、漢方薬では五苓散や柴苓湯などの利水剤を投与した報告が多い。しか
し、すでに浸透圧利尿剤が無効であった難治例に漢方薬を処方する場合には、聴力低下が内リ
ンパ水腫とは異なる機序で発生している可能性を考慮し、利水剤以外を検討する必要があると
考えられる。急性低音障害型感音難聴症例には肉体疲労を感じている症例が多いことは日常診
療でよく実感するが、今回のアンケートでも７割の患者が肉体疲労の自覚があった。これは、
漢方医学では虚の状態と言え、気血両虚を補う補剤である人参養栄湯は何らかの効果を発揮す
ることが期待できる。人参養栄湯の臨床研究でもっとも多いのは貧血に対する治療報告であ
り、その造血効果は基礎実験でも確認されている。その他、血小板凝集抑制作用、末梢循環改
善作用、活性酸素消去作用も報告されている。肉体疲労（虚）に伴う内耳血管条の機能低下が
難治性急性低音障害型感音難聴を発現させたと想定すると、人参養栄湯は虚を補いつつ、内耳
に発生している機能低下を、その循環改善作用、活性酸素消去作用などによって、改善させた
可能性が考えられる。また、人参養栄湯は無効だが、他の補剤が有効であった症例も経験し
た。虚症の急性低音障害型感音難聴に対し、人参養栄湯にこだわらず、個々の症例に最も適切
な補剤を選択してゆけば、有効性はさらに改善するかもしれない。
【結論】急性低音障害型感音難聴の難治例に対し、人参養栄湯は五苓散よりも有効であった。人
参養栄湯をはじめとする漢方薬の補剤の有効性は、急性低音障害型感音難聴の病態を解明する
手がかりとなる可能性がある。
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急性感音難聴患者におけるムンプス IgM抗体陽性率の
検討（第２報）

福田　　篤 1、森田　真也 1、干野季美子 1、藤原　圭志 1、赤澤　　茂 2、
中丸　裕爾 1、本間　明宏 1

1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、2函館中央病院 耳鼻咽喉科

【背景】これまでの報告では，急性感音難聴患者の5.7-7.2%でムンプス IgM抗体の上昇が認めら
れ，これらは唾液腺腫脹のないムンプス不顕性感染による難聴とされている．しかし，従来の
抗体検出試薬では，半年以上の長期にわたって IgM抗体が検出される例や健常成人においても
IgM抗体が非特異的に検出される例が報告されたため，ムンプス不顕性感染による難聴と診断
されていた症例の中に，非ムンプス難聴症例が含まれていた可能性が指摘されていた．2009年
12月より特異度が向上した新しいムンプス酵素免疫法（EIA）-IgM抗体検出試薬が導入され，
改良前と比較して臨床経過と IgM抗体推移の相関がより良好であることが確認された．今回わ
れわれは，新しい試薬導入以後での急性感音難聴患者のムンプス IgM抗体の陽性率を検討し，
改良前の試薬を用いて過去に当科で検討した急性感音難聴患者群との間で抗体陽性率の比較検
討を行った．
【対象と方法】対象は，2010年1月から2016年10月までの間に，道内の多施設（北海道大学病
院，函館中央病院，市立釧路総合病院，町立中標津病院，浦河赤十字病院）を受診した急性低
音障害型感音難聴の定義を満たさない急性感音難聴患者で，初診時にムンプス IgM抗体を測定
した症例である．ムンプス IgM抗体はデンカ生研のムンプスEIA-IgM抗体検出試薬（ウイルス
抗体EIA「生研」ムンプス IgM（II））を用いて測定した．唾液からムンプスウイルスが分離さ
れたワクチン未接種耳下腺炎101例を対象とした検討で，同試薬は第1，第2病日には感度が100%
に達せず，第3病日以後に感度が100%に達したとの報告に基づき，難聴発症から血清採取までの
期間が2日未満の症例は除外した．比較対象は，1992年2月から1999年12月までの間に当院を含
めた道内の多施設を受診した急性感音難聴患者69例である．今回の群との間で，ムンプス IgM
抗体陽性率などの比較検討を行った（p値が0.05未満を有意差ありとした）．
【結果】対象症例は100例であり，男性51例，女性49例，平均年齢は57.3歳（14-85歳，中央値62
歳）であった．難聴発症から血清採取までの期間は，2-54日（平均8.0日）であった．全100例の
平均聴力レベル（0.25, 0.5, 1, 2, 4 kHzの5周波数平均）は66.7 dBであった．ムンプスIgM抗体陽
性例は全100例中，1例であった（1.0%）．比較対象とした過去69例の平均聴力レベルは74.4 dBで
あり，全69例中5例（7.2%）が初診時にムンプスIgM抗体陽性であった．今回の検討は過去の報
告より有意に IgM抗体陽性率が低い結果であった（Fisher’s exact test，p=0.042）．今回の検討
期間（2010年-2016年）と過去の検討期間（1992年-1999年）における北海道の流行性耳下腺炎の
年平均報告数（定点当たり）は，それぞれ34.47，42.77であり， 両者に有意な差は認められなか
った（Mann-Whitney U test，p=0.4519）．
【考察】今回の検討では，急性感音難聴患者100例中，1例（1.0%）にムンプスIgM抗体陽性が認
められ，過去の報告より IgM抗体陽性率は有意に低い結果であった．新しい試薬は従来の試薬
と比較して感染初期の感度が低下しているが，今回の検討ではその影響を除外するため，難聴
発症から血清採取までの期間が2日未満の症例は除外した．また，今回の検討期間における流行
性耳下腺炎の発症数は比較対象期間のそれと比較し少ない傾向があったものの有意な差は認め
られなかった．従って，IgM抗体陽性率が低下した要因として，以前の報告でムンプス不顕性
感染による難聴と診断されていた症例の中に非ムンプス難聴が含まれていた可能性が示唆され
た．
【まとめ】新しい IgM抗体検出試薬導入以後，急性感音難聴患者の IgM抗体陽性率には有意な低
下が認められた．急性感音難聴におけるムンプス不顕性感染の占める割合は従来の報告より低
い可能性が示唆された．
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当科において入院加療を行った急性感音難聴の原因疾患の検討

大津留由吏江 1、春名　眞一 1、平林　秀樹 1、深美　　悟 1、金谷　洋明 1、柏木　隆志 1、
常見　泰弘 1、阿久津　誠 1、田中　康広 2、蓮　　琢也 2

1獨協医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2獨協医科大学　越谷病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】急性感音難聴の中には突発性難聴以外にも、メニエール病、外リンパ瘻、聴神経腫
瘍、ムンプス難聴、Ramsay Hunt症候群、心因性難聴など様々な疾患が含まれる。急性感音難
聴の初期治療は、内耳障害の改善を期待してステロイド、循環改善薬、ビタミンB12製剤、代謝
賦活薬などの投与が多くの例で行われるが、聴力予後を考慮すると、早期の治療開始が求めら
れる。当科で入院加療を行った急性感音難聴について検討を行ったので報告する。
【対象と方法】当科において、2014年1月1日から2017年6月30日の期間で、中等度以上の急性感
音難聴を呈し入院加療を施行した75症例を検討した。うち、外傷性・気圧性外リンパ瘻、中耳
炎性内耳炎、急性低音障害型感音難聴症例は除外した。ほぼ全症例において、突発性難聴に準
じてステロイド漸減投与、ビタミンB12製剤、ATP製剤を中心とした加療を行いながら、併せ
て聴覚検査や画像検査を施行した。
【結果】最終診断としては大多数が突発性難聴であり、その他、外リンパ瘻5例（6.67％）、ムン
プス難聴2例（2.67％）、心因性難聴2例（2.67％）、遅発性内リンパ水腫2例（2.67％）、高音障害
型急性感音難聴2例（2.67％）、顔面神経鞘腫1例（1.33％）、メニエール病1例（1.33％）、音響外
傷による急性感音難聴1例（1.33％）といった内訳であった。
【考察】当科の方針として、急性感音難聴症例全例に聴覚機能検査としてアブミ骨筋反射、自記
オージオメトリー、画像検査としてはMRIを施行しているが、ASSRやグリセオールテストに関
しては限られた症例のみでしか施行していない。今回の検討においても、突発性難聴として加
療された中にも聴神経腫瘍や心因性難聴などが散見された。忙しい中でも主要な検査を怠るこ
となく、ひとつひとつの症例において正確な診断を行っていくことが肝要と思われた。
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当科で加療した内耳炎症例の検討

久保　和彦 1,2、園田世里夏 1、吉田　崇正 2、中川　尚志 2

1千鳥橋病院　耳鼻咽喉科、2九州大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】内耳炎は、前庭あるいは蝸牛に炎症が波及した状態で、代表的な波及経路としては
経中耳性、血行性、経髄液性の３つがある。経中耳性のものは中耳炎による波及であり、細菌
性のものが多く、血行性によるものはウィルス性が多い。化膿性髄膜炎による経髄液性内耳炎
は、頻度こそ少ないが障害は高度である。内耳炎は時として不可逆的な障害を起こすため、聴
力低下や平衡障害が後遺症として残る可能性があり、その対応は重要である。しかしながら、
医中誌Ver.5（1983年以降）に掲載されている内耳炎に関する国内の報告はほとんどが1〜数例
報告で、まとまった報告はあまり多くない。教科書的な内耳炎は化膿性内耳炎のなれの果てで
あり、菌塊と好中球球に満ち溢れた内耳の病理所見は有名である。しかしながら、実際の臨床
の場では内耳が感染性に破壊されるほどの内耳炎に遭遇することはムンプスを除けば非常に少
ない。臨床的内耳炎の多くは、中耳炎によって産生されたサイトカインや毒素が正円窓経由で
内耳に侵入し、内耳内で炎症を惹起したものであると推察される。
【対象と方法】今回われわれは、2004年4月から2017年6月までに千鳥橋病院付属千代診療所耳鼻
咽喉科を聴平衡覚異常のために受診し、精査を経て内耳炎と診断し加療した患者について後方
視的検討を行った。ただし、Hunt症候群と真珠腫性中耳炎に伴う半規管瘻孔によって発生した
内耳炎は、内耳炎自体を治療の主体としていないため検討対象から省いた。
【結果】聴力低下、耳閉感、耳鳴、めまいといった内耳症状に加えて、耳痛を訴える症例が多か
った。聴力は高音域でより低下していたが、聴力はめまいと比べて治癒率が低く、またムンプ
ス症例で聴力が改善した症例はいなかった。眼振の向きは患側向きのこともあれば健側向きの
こともあり、一貫性はなかった。
【考察】正円窓経由で炎症が及ぶ場合、エンドトキシンは分子量が大きく直接内耳へ侵入しない
とかするとか報告はまちまちだが、分子量の小さいサイトカインは容易に正円窓膜を通過する
と考えられている。正円窓経由で炎症が波及する可能性は、内耳炎による難聴が高音域におい
てより強かったという事実によっても支持されている。内耳炎は決して頻度の高い疾患ではな
いが、後遺症の残りうる疾患として十分留意する必要がある。
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当科におけるムンプス難聴の臨床的検討

深美　　悟 1、常見　泰弘 1、柏木　隆志 1、阿久津　誠 1、平林　秀樹 1、
春名　眞一 1、田中　康広 2

1獨協医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2獨協医科大学越谷病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】ムンプス難聴は，ムンプスウィルス感染により生じる急性感音難聴である。発症頻
度は稀とされていたが，近年の調査ではさほど稀でないことが報告されている。今回，われわ
れはムンプス難聴の自験例の検討を行ったので報告する。
【対象】平成13年から平成28年までの16年間で当科を受診したムンプス難聴例は7例であった。
これらの症例の年齢，聴力像，聴力予後などを検討した。
【結果】年齢は5歳から43歳で，平均16.4歳であった。男女比は3：4で全例ワクチン接種は未施行
であった。患側は右2例，左4例と左に多かったが，1例は両側例であった。全例に両側耳下部痛
を認め，mumps IgM値が高値であり，臨床的にもムンプスが明らかで全例とも確実例であっ
た。耳下腺腫脹から難聴発症までの期間は，同日から2日後例が3例，7日後例が3例，14日後例
が1例で，ばらつきが見られた。初診時聴力は聾型が2例で，低音や各周波数に残聴が見られた
例が5例あった。めまいを合併した例は1例のみであり，耳下腺炎以外の明らかな全身症状は見
られなかった。治療は，本人，家族の希望もあり，1例を除いて入院加療（安静，ステロイド）
を行ったが聴力は改善せず，全例とも聾になった。
【考察】ムンプス難聴の感染経路 1）2）には2つの経路があり，1型（外リンパ型）の聴力像は軽度
から中等度で水平型，漸傾型，急墜型を示し，治療に反応するとされる。2型（内リンパ型）は
急激に高度難聴を来し回復しない1）2）とされる。自験例は全例2型と思われるが，2型でも受診ま
での期間に差があるものの初診時聴力像で低音や各周波数に残聴が見られた。急激な高度難聴
を来すにもかかわらず，初期から聾ではなく，急速高度感音難聴の形をとることが確認され
た。
ムンプス難聴は不可逆的な難聴で，ワクチン接種が唯一の予防策であるにもかかわらず，現

時点でも任意接種となっている。日本耳鼻咽喉科学会でもムンプス難聴症例の全国実態調査を
行っている最中である。ムンプスワクチンの定期接種化に向けて，全国の耳鼻咽喉科医が，ワ
クチン接種の重要性を小児科医や全国民にアピールする最終時期に来たのではないであろう
か。
（参考文献）
1）立木孝：新難聴の診断と治療.初版1版. 中外医学社, 東京, 1986，pp156-159.
2）水川知子，水川敦裕，松岡るみ子，他：小児のムンプス難聴の臨床的検討. 小児耳32：364-

371，2011.
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第７・８脳神経障害をきたした神経梅毒に抗生剤投与と
ステロイドパルスが著効した一例

安齋　　崇、池田　勝久
順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座

【緒言】梅毒はTreponema pallidumによる感染症であり、感染症法では５類感染症の全数把握
疾患に分類され報告が義務付けられている。近年、都市部を中心に梅毒患者が増加しており、
日本国内の梅毒患者は10年前と比較し約７倍に増加し、年間4500人以上の新規感染者が報告さ
れるようになった。梅毒は神経梅毒や内耳梅毒を来すことがあり、稀に顔面神経を障害するこ
とが知られている。今回提示する症例は右突発性難聴の診断を受けた1ヶ月後に右顔面神経麻痺
をきたし、血清STSが陽性であることをきっかけに、最終的に神経梅毒の診断に至った教訓的
な症例である。
【症例】29歳男性。当院来院１ヶ月前に突然の右難聴を自覚した。前医で突発性難聴の診断を受
けステロイド内服を行ったが、難聴は改善されなかった。しかしその１か月後に右顔面神経麻
痺が出現した。第7,8脳神経が障害されていることから、前医でHunt症候群と診断され、アシク
ロビルの内服のみを行ったが、右顔面神経麻痺が残存し当院へ紹介された。来院時には標準純
音聴力検査３分法で右30.0ｄB左8.0ｄBと右の聴力閾値の上昇と柳原法で20点/40点の右側表情筋
の不全麻痺を認めた。初診時確定診断には至らなかったが、１週間後再来時には眩暈を訴え、
左向き水平回旋混合性眼振を認めた。MRIでは右内耳道に造影効果を認めた。患者からの申告
はされていなかったが採血の結果からSTS陽性およびTPHA陽性の結果から、梅毒感染者であ
り3ヶ月に治療を受けていたことが明らかになった。髄液検査は無菌性髄膜炎の所見であり、さ
らに髄液中のFTA－ABS陽性であり神経梅毒の診断に至った。髄液中のVZV-PCRは陰性であっ
た。ペニシリン大量投与を17日間行い、ステロイドパルスを３日間行った。治療経過とともに
眼振は消失、聴力は改善し、顔面神経麻痺も治癒に至った。治療後のMRIでは内耳道の造影効
果は消失した。
【考察】梅毒患者を含む性感染症の患者は罹患歴を伏せるケースや感染の自覚がないことがあ
る。発症初期には臨床症状としてHunt症候群様であったり、突発性難聴や末梢性顔面神経麻
痺、末梢性のめまい、これらを組み合わせた症状として発症する事があるため、問診のほか、
血清STSの検査を行い梅毒を鑑別することが勧められる。梅毒感染症による聴力障害は梅毒に
よる迷路障害と梅毒の髄液浸潤による第8神経障害が考えられる。本症例では同側の顔面神経麻
痺を合併しておりMRIで内耳道に造影効果を認めたことから、病変の主座は第7,8脳神経の神経
炎と考えられる。本症例は一見Hunt症候群様であるが、蝸牛神経→顔面神経→前庭神経と徐々
に脳神経症状が進行してきたことから、広く鑑別診断を行うことで適切な診断・治療が可能で
あった。
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急性進行性感音難聴を呈した内耳出血の１例

篠森　裕介、有友　　宏
松山赤十字病院　耳鼻咽喉科

急性発症する感音難聴で病因が究明できる例は非常に少なく、多くの例は最終的に突発性難
聴と診断される。今回我々は急性発症して進行する感音難聴を呈し、原因として内耳出血が示
唆された1例を経験したので文献的考察を加えて報告する。
症例：60歳男性
主訴：右難聴、耳鳴、めまい
現病歴：X年8月28日浮動感に引き続いて右難聴、右耳鳴を自覚した。徐々にふらつきが増悪す
るため近医耳鼻咽喉科を受診。右突発性難聴と診断され9月2日当科紹介され受診した。
既往歴：腎嚢胞、大動脈弁閉鎖不全症
生活歴：喫煙20本/日
所見および経過：初診時、両鼓膜所見、側頭骨CTに異常所見を認めなかった。純音聴力検査で
右47dB、左12dB（5分法）の感音難聴を認め、持続性の左向き水平性眼振が観察された。右突
発性難聴の診断で初診日からプレドニゾロン60mg/dayを含むカクテル療法を行ったが、右聴力
は不変であった。頭部MRIでは内耳道や小脳橋角部に異常所見なく、脳出血、脳梗塞の所見も
認めなかった。同年10月中旬 全身倦怠感、息切れ、食欲不振が出現。10月28日両耳鳴、強いめ
まいが出現したため当科再診。両鼓膜所見に異常なく、鼻中隔粘膜には凝血塊の付着を認め
た。純音聴力検査では右スケールアウト、左41dB（5分法）の感音難聴であった。左向き水平回
旋混合性眼振が認められた。脳梗塞鑑別のためMRI検査を施行し、左被核に発症2週間程度経過
していると思われる出血性変化を指摘された。脳神経外科を紹介し、無症候性のため血圧コン
トロールにて経過観察の方針となった。T1強調画像で右内耳に淡い高信号域を認めたため難聴
の原因として迷路炎や内耳出血を疑い、造影MRIを施行した。その結果右内耳にT1強調画像で
高信号域を認め、Gd造影で同部位に造影効果なく、内耳出血が示唆された。左内耳やその他の
部位に明らかな異常を認めなかった。入院時血液検査で貧血と赤血球の連銭形成、腎機能障害
を認めた。多発性骨髄腫が疑われ、追加検査を行った結果多発性骨髄腫の診断基準に合致し、
症候性多発性骨髄腫と診断された。止血時間以外の止血機能検査に異常を認めず、出血傾向の
原因として血小板機能異常が疑われた。以後キーセルバッハ部位からの鼻出血、歯肉・口唇か
らの出血を反復し、貧血が進行し輸血を要した。同時期に脳出血増悪による意識障害も生じ
た。内科転科後、BD療法（ボルテゾミブ＋デキサメタゾン）2コース施行。出血傾向は改善
し、自家末梢血幹細胞移植を施行された。右聴力は聾のまま改善しなかったが、左聴力は徐々
に正常域近くまで改善し、安定している。
考察：内耳出血は抗血小板剤・抗凝固剤内服、特発性血小板減少性紫斑病、高度の再生不良性
貧血出血性素因を認める患者における発症例の報告が散見される。突発性難聴に準じたステロ
イドを中心とした治療が行われた報告が多いが、聴力改善例は少ない。自験例では鼻出血や脳
出血など易出血性があり、背景に多発性骨髄腫と後天性の血小板凝集能の異常の関与が考えら
れた。易出血性素因を有する急性感音難聴例には内耳出血によるものが混在している可能性が
あり、診断には造影MRI検査が有用と考えられた。
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Pendred症候群における聴力変動の年齢差および季節性の検討

細谷　　誠 1,2、藤岡　正人 1,2、仲野　敦子 3、杉内　智子 4、岡本　康秀 1,2、高木　　明 5、
阪本　浩一 6、守本　倫子 7、森田　訓子 8、井上　真規 9、増田佐和子 10、加我　君孝 2、

小川　　郁 1、松永　達雄 2

1慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2国立病院機構東京医療センター　感覚器センター、
3千葉県こども病院　耳鼻咽喉科、4関東労災病院　耳鼻咽喉科、

5静岡県立総合病院　耳鼻咽喉科、6大阪市立大学医学部　耳鼻咽喉科、
7国立成育医療研究センター　耳鼻咽喉科、8帝京大学医学部　耳鼻咽喉科、

9神奈川県立こども医療センター　耳鼻咽喉科、10国立病院機構三重病院　耳鼻咽喉科

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、候補薬剤の治療効果判定の基礎としてPendred症候群における聴力変動の年齢
差および季節性を検討したので報告する。本検討においては、国立病院機構東京医療センター
のPendred症候群に関する聴覚レジストリから、純音聴力検査が測定されていた症例の聴力デー
タを解析した。すなわち難聴遺伝子検査施行患者で、SLC26A4遺伝子の両アレルの変異が2015
年02月までに確認されたPendred症候群/DFNB4確実例のうち、純音聴力検査が測定されていた
症例に関して、該当症例を有する施設から各医療機関の診療録より純音聴力検査の全データを
回収し、後方視的にデータを解析した（NHO東京医療センター倫理委員会 承認番号R16-186）。
聴力変動の解析に際しては、前回聴力検査との四分法10dBの差異をもって最小の有意な変化量
と定義し各症例での聴力変動データを元に、難聴発作の回数や頻度について定量した。聴覚レ
ジストリ登録症例において、前回の聴力検査と比較して平均10dB以上の聴力増悪を認めた回数
は、18歳以上における増悪回数が5回であったのに対して、7歳未満での増悪回数が、105回、7
歳以上12歳未満での増悪回数が57回、12歳以上18歳未満での増悪回数が13回であった。聴覚レ
ジストリ登録患者における聴力検査試行回数は、7歳未満　559回、７歳以上12歳未満　419回、
12歳以上18歳未満　131回、18歳以上で1336回施行されていた。増悪回数を検査回数で除した増
悪頻度は、7歳未満　0.19、７歳以上12歳未満　0.14、12歳以上18歳未満　0.10、18歳以上で0.003
であった。この結果からは、18歳以上では発作回数が相対的に減少することが示唆された。引
き続いて、本疾患における難聴発作に季節性があるかどうかを検討した。症例レジストリ全例
について同様に聴力増悪を、各月毎に算出した。季節性を検討するために3月から3ヶ月刻みで
春、夏、秋、冬と定義し、各季節における難聴発作の回数の総和を算出したところ、難聴発作
の生じる時期については、春23％、夏22％、秋25％、冬30％となり統計学的に季節性を認めな
かった。この結果より、疾患では任意の季節から開始した複数か月分データを1年間に換算して
問題ないと考えられた。近年の iPS細胞創薬をはじめとした創薬技術の大幅な進歩および多様化
により、これまでに治療薬開発の困難であった遺伝性難聴に対しても創薬研究が盛んになるこ
とが予想される。臨床現場への橋渡し研究過程においては候補薬の治療効果の検討が必須とな
るが、本研究は、遺伝性難聴疾患研究における症例収集とレジストリ登録がこのような治療薬
創出と実用化においても有用であることを示している。
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クラウドを介したデータ交換が可能なオージオグラム
描画支援サイト：聴覚医学入門サポートＷＷＷ第６報

黒木　良子、伊藤　　健
帝京大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
聴覚医学は敷居が高いという印象が一部に存在することは事実であり、これを払拭しその入

門をサポートする企画の第１としてオージオグラムを美しく描画するウェブサイトを作成し報
告して来た1－3）（www.itokencorp.comから誰でも利用可能）。聴覚医学会公認の初期バージョンか
ら９年が経過し現在はバージョン10となっている。拡大しても画像の劣化が無いPDFファイル
出力を主に、オージオデータのセーブが可能で重ね描きにも対応する。ただし対象はパーソナ
ルコンピュータで、スマートフォン・タブレットではAdobe Flashの入力が使用できない・デー
タをセーブできないという問題があった。
【今回の目標】
スマートフォン・タブレットでの画像表示ならびにオージオデータのセーブ・ロードを可能

とし、データをパーソナルコンピュータ版と共有することを目標とした。
【ソフトウェア制作について】
従来通りHTML・JavaScript・PHPを用いてスマートフォン版とタブレット版を別々に作成し

た。画像の表示にはAdobe FlashではなくHTML5上のCanvasを用いた。ファイルのセーブ・ロ
ードにはクラウドサービスであるDropboxとの連携機能を利用した。図にソフトウェア画面を
示す。Dropboxをインストールすることでクラウドスペースにファイルをセーブすることが可
能となり、パーソナルコンピュータにもDropboxを導入すればセーブしたファイルにアクセス
することができる。他のクラウドサービスも同様に利用可能と考える。
【おわりに】
パーソナルコンピュータ版・スマートフォン版・タブレット版のデータを統一し、クラウド

を介してファイル交換を行うことにより利用の幅が広がることが期待される。例えば出先でデ
バイスに入力しておいて、後にコンピュータを用いてより高度な処理を行うことが可能であ
る。オージオグラム描画サービスに関しては、ほぼ必要な機能を搭載することができたと考え
ている。
【文献】
1）Audiology Japan 52（5）: 401-402, 2009.
2）日耳鼻 113（4）: 384, 2010.
3）Otol Jpn 20（4）: 668, 2010.
【追記事項】本演題は画像の精細な出力が必要なため、ポスター発表を希望する。また本ソフト
ウェアは、学会発表までにウェブ上にて公開する予定である。
【図】 左：スマートフォン版メイン画面　右：タブレット版入力画面
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HINTS陰性であった前下小脳動脈梗塞症例

浦口　健介 1、牧原靖一郎 1、内藤　智之 1、前田　幸英 2、假谷　　伸 2、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・頭頸部外科学

前下小脳動脈は脳底動脈から分岐する小脳への栄養血管である。血管の走行に関しては様々
なバリエーションがあると報告されているが、前下小脳動脈より主に分岐する迷路動脈が血流
低下を起こすことにより蝸牛前庭系の虚血が生じめまい・難聴などの神経症状が起こることが
ある。梗塞が末梢に限局している場合は内耳障害と同様の神経所見であり、眼振も中枢性眼振
を示さず鑑別が困難なことがある。中枢性めまいの鑑別に関してはベッドサイドで扱える神経
診察としてKattahらはHINTS（HINTS: Head impulse－Nystagmus－Tets of Skew）を提唱し
ており、Head impulse test、注視眼振検査、skew deviationを組み合わせる事により中枢性めま
いの感度・特異度がともに高く、簡易でありスクリーニングとして有用であるとしている。
Head impulse testは前庭障害の場合は陽性になるが、中枢性めまいの場合は陰性になる。skew
deviationは眼傾斜反応（ocular tilt reaction）の検査で脳幹の障害に関連して陽性となる。当科
でもHINTSを用いて中枢性めまいの鑑別を行っている。
当院の脳神経外科に入院した小脳梗塞99例を後方的に検討したところ、4症例が前下小脳動脈

梗塞と考えられた。前下小脳動脈梗塞4症例のうち2症例は耳鼻咽喉科を受診し診断されてい
た。今回、HINTS陰性であった前下小脳動脈梗塞を来した症例を経験したので報告する。
症例は64歳男性。既往歴に糖尿病、高血圧あり。3日前から右耳鳴り、難聴、ふらつきが出

現。近医耳鼻科受診し右内耳障害として当科紹介となった。聴力検査で平均気導聴力は右
62.5dB、左10dB（4分法）であった。Head impulse testでは右前庭障害を示し、眼振は2度の左
向き方向固定性水平性眼振であった。Skew deviation陰性であり、ふらつきはあるが起立歩行
可能であり小脳失調も認められなかった。急性内耳障害と考え聴神経鞘腫の除外目的にMRIを
撮影したところDWIで右中小脳脚に高信号が認められ右前下小脳動脈梗塞と考えた。MRAでは
脳底動脈には狭窄が認められた。同日に脳神経外科へ入院しオザグレルナトリウムの点滴加療
を開始した。入院3日目に眼振は注視方向水平性眼振に変化しており、また左頬部の違和感が出
現した。その後、複視・歩行障害・巧緻運動障害が出現した。入院1か月後にリハビリ目的で他
院へ転院した。発症4か月後に聴力検査を施行したところ平均気導聴力は右60.0dB、左10dB（4
分法）と改善を認めなかったが、眼振は消失しており歩行時のふらつきなどの後遺症も認めな
かった。現在、外来で経過観察中である。
【参考文献】

Kattah JC， Talkad AV， Wang DZ，et al: HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular
syndrome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-
weighted imaging. Stroke 2009; 40: 3504-3510.
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頭位性めまいを主訴とした椎骨脳底動脈循環不全の２症例

藤田　信哉 1、山中　敏彰 2、北原　　糺 2

1日本生命済生会日生病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
2奈良県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】椎骨脳底動脈の血流障害により生ずる椎骨脳底動脈循環不全（Vertebrobasilar In-
sufficiency：VBI）は、一過性脳虚血発作（TIA）の一種であり、この発作の発現には椎骨動脈
系血流量の一過性減少が原因と想定される。VBIは一般臨床医によく知られているが、その疾患
としての概念は、諸家により解釈が異なっており、必ずしも確立されているとはいえない実態
にある。VBIの多くはめまいを初発症状とすることから、耳鼻咽喉科医が関わる症例も少なくな
く、とくに発症因子となる高血圧、脂質異常、糖尿病、不整脈などを合併する高齢者に対して
は、常にVBIを念頭において診療に当たる必要がある。今回、頭位性めまいを主訴としたVBIの
2症例を経験したので文献的考察を含めて報告する。
【症例】症例１：57歳男性、頭位変換性めまいと耳閉塞感で受診。頭部MRIで異常ないため
BPPV疑いでERより紹介される。頭位眼振検査で左水平性眼振を認め、重心動揺計ではニュー
ラルネット（NN）で脳障害の所見であった。左上下肢の脱力を訴えたため経過観察入院とな
る。運動器リハビリで症状の改善をみた。症例2：75歳女性、頭位性のめまい・ふらつきで神経
内科より紹介。既往歴にメニエール病。頭位眼振検査で眼振は認めず、重心動揺計ではNNで迷
路障害0.36、脳障害0.64であった。両手指、足趾にしびれを認めた。筋力強化、歩行練習を含め
たリハビリで症状は改善した。
【考察】VBIはめまいのみでは確診はできないが、実際にはめまい単独で発症することもよく知
られている。TIAの新基準では画像上の梗塞巣の有無は問わないことから、同様にVBIにおいて
も画像検査は診断の決め手にはならない。随伴症状を含めた臨床症状の詳細な聴取や、聴・平
衡機能検査は、一般臨床検査とともに神経耳科診療には重要である点が再認識された。
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健常者におけるクプラ沈着物の病理学的検討

與田　茂利、福島　久毅、原　　浩貴
川崎医科大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】良性発作性頭位めまい症（BPPV）はめまいを主訴とする患者のうち最多を占める
疾患である。その病態は卵形嚢から脱落した浮遊耳石が管内に介在する半規管結石説と耳石が
クプラに付着するクプラ結石説が考えられている。その成因には頭部外傷、耳科手術、加齢、
メニエール病、前庭神経炎、アミノグリコシド系抗菌薬、糖尿病、血管障害、中耳炎、骨粗鬆
症、片頭痛などが関係する。本研究では、健常者におけるcupular deposit（クプラ沈着物）の
頻度を調べたので報告する。
【対象と方法】米国ミネソタ大学耳鼻咽喉科が保有するヒト側頭骨病理組織標本を用いた。本研
究ではBPPVの既往がなく、BPPVと関連がある頭部外傷、耳科手術、耳神経毒性を有する薬剤
の使用、メニエール病、耳硬化症、糖尿病、中耳炎など耳疾患の既往を除外した、52例104耳
（男性31例、女性21例、20〜88歳（平均年齢49.0歳））を対象とした。ヒト側頭骨病理組織標本は
剖検時に直ちに側頭骨を採取し、10％ホルマリンで固定後脱灰した。光学顕微鏡下に1耳あたり
30〜40切片を強拡大（対物×40〜100倍）で観察し、cupular depositの頻度を半規管ごとに算出
した。有意差検定はFisher’s exact testを用いて行った。
【結果】前半規管、水平半規管、後半規管での cupular deposit の出現頻度はそれぞれ 0/36
（0.0％）、8/88（9.1％）、4/96（4.2％）であった。性別では男性 5/125（4.0％）、女性 7/88
（8.0%）であった。年代別では20歳〜39歳、40歳〜59歳、60歳以上で分けると、それぞれ7/73
（9.6％）、5/94（5.2％）、2/52（3.9％）であった。男女間、年代間のいずれも有意な差は認めな
かった。
【考察】cupular deposit はSchuknechtがBPPV患者の側頭骨標本からクプラに塩基好性沈着物を
認め、その沈着物は卵形嚢耳石膜から遊離したものと考えた。本研究では頻度は少ないが健常
人でもcupular depositが認められた。いずれの症例もめまいの既往はなかったがBPPVの予備群
になると考えられる。
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小児めまいの保護者用DHI（Dizziness Handicap Inventory）
日本語による評価の試み

増田圭奈子 1、五島　史行 1,2、松永　達雄 1,2

1国立病院機構東京医療センター　臨床研究センター聴覚・平衡覚研究部、
2国立病院機構東京医療センター　耳鼻咽喉科

【目的】めまいは症状が多様で、患者の問題点を効率よく把握するために問診票が用いられる。患者が
めまいにより日常生活に生じる障害の程度を知ることは、治療の選択、リハビリの効果判定などに重要
である。最近では、患者がめまいにより生じた自覚的身体心理的障害の大きさを定量化できるDizzi-
ness Handicap Inventory（以下：DHI）が広く用いられるようになった 1）。小児のめまいは、患者か
らの問診が難しく、保護者から情報を得ることが重要である。The Vanderbilt pediatric dizziness hand-
icap（以下DHI-PC）は５〜12歳のめまい患者の日常生活における心理社会的影響の大きさを定量化す
るために作成された質問紙ある2）。DHI-PCは21項目からなり、はい（４点）、ときどき（２点）、いいえ
（０点）で保護者に回答してもらう。今回このDHI-PCを日本語に訳した質問紙（以下：日本語版DHI-
PC）を７名の小児めまい患者の保護者に実施したので報告する。
【方法】2016年11月から2017年４月に、めまい、ふらつきを主訴に受診した小児めまい患者の保護者に
日本語版DHI-PCを施行。日本語版DHI-PCではオリジナルDHI-PCと同様に84満点を100％とし、０〜
16％：制限無し、16〜26％：軽度制限有り、26〜43％：中等度制限有り、43％以上を重症と判定。
【結果】患者の内訳は良性発作性めまい（BPV）３名、前庭片頭痛（VM）１名、突発性難聴１名、前
庭神経炎１名、小脳疾患１名、（３〜14歳、平均7.3歳、男児６名、女児１名）。重症度判定は制限無し：
２名、軽度制限：２名、中等度制限：２名、重症：１名であった。
【考察】小さな子供はめまいやふらつきを表現できる言語能力を有していないことが多い。また子供が
自身にバランスの障害があると自覚せずに過ごしていることも推測される。感音難聴、頭痛をもつ子供
や、運動発達遅延が疑われる子供には、めまいやふらつきなどの症状がないか積極的に問診をおこなう
ことが必要と考える。病歴や問診からバランス障害が懸念される患者には、質問紙を用いて子供のめま
いが日常生活に抱える障害の程度を把握することが、治療やリハビリに有用である。
【文献】
1）増田圭奈子、他．めまいの問診票（和訳　Dizziness Handicap Inventory）の有用性の検討.
2）Devin L. McCaslin, et, al．The development of the vanderbilt pediatric dizziness handicap inventory

for patient caregivers（DHI-PC）
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Auditory Neuropathy 1例の前庭機能検査所見についての検討
─Galvanic VEMPの意義─

木村　優介 1、増田　　毅 1,2、加我　君孝 2,3

1日本大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、
2国立病院機構　東京医療センター・感覚器センター、3国際医療福祉大学　言語聴覚センター

【はじめに】Auditory Neuropathyは、1996年にKagaら、Starrらによって報告され、OAEは正
常であるが、ABRで無反応もしくは高度の閾値上昇を呈する聴覚障害である。Auditory neu-
ropathyの前庭機能評価研究により、前庭機能低下の合併を伴う例とそうでない例が報告されて
いる。われわれはAuditory neuropathyの一例で温度刺激検査、一方向減衰回転椅子検査、c-
VEMP、Galvanic VEMPを用いて前庭機能を評価し、病態の局在部位について検討したので報
告する。
【対象】現在54歳の男性。14歳からの視力低下が進み、他院での遺伝子検査でレーベル病の診断
となった。聴力は中学生の時から難聴が進行し、受診時は両側重度難聴であった。聴力改善を
目的に人工内耳手術を希望し東京医療センターを受診した。手術前の検査でABRは両側105dB
で反応はなく、DPOAEでは両側とも正常であったため視覚障害を伴うAuditory neuropathyを
疑い、遺伝子検査を行った。
【方法】前庭機能の評価として、以下の検査を行った。1. 温度刺激検査は氷水20mlを20秒かけて
注入し、フレンツェル眼鏡装用下での眼振解発を電気眼振図で3分間記録した。2. 一方向減衰回
転検査を用いて Vestibular Ocular Reflexの出現の程度を調べた。水平方向の眼球運動を電気眼
振図を用いて記録した。3. c-VEMPは刺激音には95dBnHLのクリック音（0.1 msec）、刺激頻度
は5Hz、加算100回で記録し、検査時は頭部挙上・頸部捻転位で行った。4. Galvanic VEMPは
Watsonら（1998）の方法を一部改変し記録を行った。電気刺激（3mA, 1msec）で胸鎖乳突筋の
平均電気筋運動を記録した。アーチファクトを除外するために胸鎖乳突筋の収縮時と非収縮時
の平均を減算した。5. 重心動揺計による体平衡の評価を行った。6. 大腿の筋力低下の訴えもあ
り、神経内科にて脳神経の評価を行った。
【結果】1. 温度眼振検査では左右ともに眼振の解発は認めなかった。2. 回転椅子検査は左右回転
とも回転中眼振の解発は認めなかった。3. c-VEMPは両側無反応であった。4. Galvanic-VEMPは
両側でp13gとn23gを認めた。5. 重心動揺検査では外周面積、単位軌跡長が開眼・閉眼ともに基
準範囲外であった。6. 神経内科の診察上、筋トーヌス正常、筋委縮・不随意運動なし。MMTで
は腸腰筋・大腿屈筋群が両側5-と軽度の筋力低下を認めた。歩行は開脚歩行、つぎ足歩行不可。
【考察】Auditory neuropathyの前庭機能については、加我ら（1996）は、Auditory neuropathy
患者17名の温度眼振検査では10名のうち5人が無反応、5人が反応低下し、14名のe-VEMPでは
5人で反応を認めなかったと報告し、蝸牛神経だけではなく、Auditory vestibular neuropathy
の存在を指摘している。Abdel-Nasserら（2006）は50名のAuditory neuropathyに対して前庭機
能評価を行った。温度眼振検査で30%に両側反応低下を認め、14%が無反応であり、両側の末梢
前庭病変があると報告した。一方、めまいなどの前庭症状を訴えたのは18%のみであり、眼振所
見は示さず、急速眼球運動検査や追跡眼球運動検査は正常であったと報告し、Auditory neu-
ropathyでは中枢前庭系は正常であるが、末梢神経は影響を受けると述べている。　本症例でも
以前の報告と同様に温度眼振検査の反応低下を認めた。加えて、回転椅子検査でも反応を認め
ず、高度の外側半規管機能低下が疑われる。c-VEMPも反応がなく、球形嚢から下前庭神経の機
能低下が示唆される。しかし、Galvanic VEMPは両側反応を認めたことは病変の局在部位診断
に参考になる。これまでの報告でGalvanic VEMPは内耳をバイパスし、直接前庭神経に作用す
るので、内耳障害の場合は影響を受けないと推定されている。以上より本症例の障害部位を推
測すると前庭神経の機能は残存していると推測され、末梢前庭器の感覚細胞（半規管膨大部の
有毛細胞、耳石器の平衡斑の有毛細胞）から一時求心繊維への経路で機能低下があると推測さ
れる。Auditory neuropathy の聴覚障害の病態生理については内有毛細胞のシナプス前障害や
近位蝸牛神経のシナプス障害などが指摘されている。前庭感覚器でも同様のシナプスレベルに
おける障害が生じている可能性が示唆される。
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過去５年間における当科での突発性難聴の臨床経過

グンデゥズ メーメット、河野　正充、村上　大地、杉田　　玄、平岡　政信、
戸川　彰久、保富　宗城

和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科

【目的】突発性難聴は日常臨床においてしばしば遭遇する疾患であるが、その原因、病態は未だ
に十分に解明されていない。1973年厚生省の難病対策対象疾患に指定されて以来、多くの研究
者によりその臨床経過と治療法の検討がされてきた。突発性難聴は、聴力の回復が期待しうる
感音性難聴のーつである反面、その予後は治癒から不変まで様々である。
【方法】今回、2011年から2016年までの過去５年間に当科を受診加療が行われた突発性難聴患者
について、その臨床経過について、患者背景、聴力の改善、治療経過などについて検討した。
【成績】突発性難聴の臨床経過としては、30－60％の患者において自発回復が報告されており、
治療の早期開始が推奨される。これまでに、治療薬としてステロイド、抗ウイルス薬、抗凝固
薬、酸化防止剤、血管作用薬、高圧酸素などが報告されているが、現在治療エビデンスとして
は、ステロイドが最も推奨される。また、このため突発性難聴の予後を左右する因子として
は、初診時平均聴力、初診まで日数、めまいの有無、年齢、聴力型などが挙げられる。
【結論】本発表では、当科における過去５年間の突発性難聴症例の検討を行い、これまでの報告
と比較検討を行いたい。今後も、突発性難聴の病状や聴力型、臨床経過、治療についての評価
の蓄積が重要と考える。
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当科における突発性難聴の臨床的検討

成尾　一彦 1、堀中　昭良 1、藤田　信哉 2、北原　　糺 3

1奈良県総合医療センター　耳鼻咽喉科、2日生病院　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】突発性難聴は原因不明の感音難聴であり、本邦ではステロイド投与を中心とした治
療が行われている。米国では2012年に突発性難聴の診療ガイドラインが提唱された。一次治療
として全身ステロイド投与、診断3か月以内の高気圧療法がoptionとして、また鼓室内ステロイ
ド投与が初回治療での不完全回復症例での二次治療としてrecommendationとされている。当院
ではこれまでステロイドの全身投与を中心とした治療を行ってきた。当科での治療成績につき
検討したので報告する。
【対象と方法】2016年4月より2017年5月までに当科で加療した突発性難聴59症例を対象とした。
低音障害型感音難聴、外リンパろう（疑い含む）、外傷例は除外した。男性27例、女性32例、年
齢は8歳から86歳、中央値が64歳であった。観察期間は9日から300日、中央値は60日であった。
高血圧や糖尿病などの併存症は26例（44.1%）、糖尿病は7例（11.9%）にみられた。Grade分類、
治療成績につき検討した。当科では可能であれば入院で治療を行い、ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム500mgを3日、300mgを2日、100mgを2日と漸減投与している。またアル
プロスタジル10μgを併用している（1日1回投与を1週間）。
【結果】発症から治療開始までの期間（発症日を1日目とする）は1から22日で、中央値は5日で
あった。初診時聴力は、Grade1が6例（Grade1aが1例、1bが5例）、Grade2が18例（Grade2aが
2例、2bが16例）、Grade3が26例（Grade3aが10例、3bが16例）、Grade4が9例（Grade4aが5例、
4bが4例）であった。患側の聴力平均値（5分法）は66.5dB、健側は26.9dBであった。めまいを
伴うものが18例（30.5%）であった。治療でステロイドを使用したものが49例（83.1%）、ステロ
イド不使用が 10例（16.9%）であった。治療成績は、治癒 15例（25.4%）、著明回復 12例
（20.3%）、回復12例（20.3%）、不変18例（30.5%）、悪化2例（3.4%）であった。治癒と著明回復
を改善とすると、改善率は45.7%であった。治療後の聴力（5分法）は、患側45.8dB、健側26.4dB
であった。改善率に関する因子を検討すると、年齢（65歳未満と 65歳以上）は有意差
（p=0.012）を認め、65歳以上で改善率が低い結果となった（65歳未満が61.3%、65歳以上が
28.6%）。併存症の有無、糖尿病の有無、初診時聴力（Grade1, 2とGrade3, 4）、治療開始までの
日数（5日以下と6日以上）、ステロイド使用の有無と改善率は有意な関係が見られなかった。め
まいの有無ではp=0.066と有意差はないものの、めまい有りでは改善が18例中5例（27.7%）とめ
まい無しの41例中22例（53.7%）と比べ改善率が悪い傾向にあった。
【考察】当科の治療成績は、治癒率25.4%、改善率45.7%でこれまでの報告と大きな差は認めなか
った。改善率に寄与する因子を検討すると、年齢（65歳未満と65歳以上の2群に分けて検討）の
みが有意に関係、すなわち、65歳以上の高齢者で改善率が有意に悪かった。高齢者では、内耳
の易受傷性、組織回復力が低い、合併症などで治療の選択肢が限定される（ステロイドを使用
しなかった10症例のうち8例が65歳以上であった）、などの問題点がある。その対策として、内
科医の協力のもと可能な限り若年者と同等の治療を行うことや、ステロイド全身投与が難しい
症例ではステロイド鼓室内投与の選択も考慮していく必要がある。
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当科における突発性難聴症例の検討

淵脇　貴史、青井　典明、清水　保彦、川内　秀之
島根大学　医学部　付属病院

突発性難聴は突然発症する原因不明の感音難聴である。循環障害、ウイルス感染、自己免疫
疾患など諸説病態が提唱されているがその詳細は不明なため、治療法も様々である。副腎皮質
ステロイドの全身投与（投与方法、投与量）、鼓室内投与、プロスタグランディン製剤
（PGE1）等の循環改善薬、高気圧酸素療法など多くの治療法が施設間で検討されているがいま
だ統一された治療法は確立されていない。予後に関する報告も多く、基本的な予後因子として
年齢、治療開始までの期間、初診時聴力レベル、めまい、半規管麻痺の有無、合併症（糖尿
病、透析）の有無などがあげられる。今回我々は2012年か4月ら2017年6月までの5年間に島根大
学耳鼻咽喉科を受診し、入院もしくは外来治療を行った突発性難聴46例について検討を行った
ので報告する。突発性難聴の診断は厚生省特定疾患急性高度難聴研究班の手引き（1973年）
に、また重症度分類は突発性難聴の重症度基準（1998年）に、治療効果の判定は厚生省特定疾
患急性高度難聴研究班の治療効果判定基準（1985年）に従った。全身投与は入院患者に対して
はプレドニゾロン100〜200mgを10日間かけて漸減し点滴投与し。外来患者に対してはプレドニ
ゾロン20〜60mgを漸減し内服投与した。入院患者に限ってプロスタグランディンE1製剤である
アロプロスタジル（製品名パルクス10μgもしくはプロスタンディン60μg）、ヒドロキシエチル
デンプン70000配合剤注射液を7日間点滴投与した。その他イブジラスト、メコバラミン製剤、
トコフェロールニコチン酸エステル製剤、アスコルビン酸、アデノシン三リン酸ナトリウム水
和物を内服で併用した。当科ではステロイド鼓室内注入、高気圧酸素療法は行っていない。性
別は男性22例、女性24例、年齢は12歳から84歳（平均65歳）、右24例、左22例であった。合併
症として糖尿病13例、腎不全2例認めた。治療開始時期は発症日から19日までで平均6日であっ
た。Grade1bが2例で、発症5日で外来内服治療を行った症例は治癒し、発症11日目で入院治療し
た症例は不変であった。Grade2が10例（Grade2aが1例）で、発症3日で外来治療した12歳の症
例は治癒し、発症18日で外来治療した症例は不変であった。入院治療した症例は8例のうち治療
後1週間で5例は治癒し、3例は不変であったが1例はその後治癒した。Grade3が25例で外来治療
した3例のうち2例は治療後2週間で治癒し、1例は受診しなかった。入院治療した症例は2週間以
内に治癒した症例が4例、著明改善した症例は5例でその後経過をみた3例はすべて治癒してお
り、回復した症例が2例でその後経過を見た1例は治癒しており、不変の症例が10例でその後経
過を見た6例のうち回復した症例が3例で不変が3例であった。温度眼振検査にて半規管麻痺を認
めた症例6例は治癒が1例、回復が1例、不変が4例と予後が悪い傾向にあった。Grade4が9例で
外来治療した3例のうち経過を見た2例は回復であった。入院治療した6例のうち2週間以内に著
明改善した症例が2例で、回復した症例が1例でその後の経過で著明改善しており、不変であっ
た症例が3例でその後の経過で回復が1例、不変が2例であった。回復した症例は半規管麻痺がな
く、不変であった2例は高度半規管麻痺を認めた。以上より、治療後１〜2週間以内に聴力が改
善している症例は予後がよく、不変の症例は予後が悪い傾向にあった。また、温度眼振検査に
て半規管麻痺がある症例の予後が悪い傾向にあった。過去の症例で温度眼振検査にて半規管麻
痺を呈していた突発性難聴を検討し、文献的考察を加え報告する。
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糖尿病を有する突発性難聴例の検討

福島　久毅、與田　茂利、原　　浩貴
川崎医科大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】今回、当科にて突発性難聴と診断された症例を対象に、糖尿病と難聴の関連につい
て検討を行ったので報告する。
【対象と方法】糖尿病群として、2004年1月から2016年12月に当科で突発性難聴の診断にて治療
した症例を対象に検討を行った。この期間のうち2009年は、症例によって主治医の判断で糖尿
病合併例の初期治療に、鼓室内ステロイド投与を施行していた。今回、鼓室内ステロイド投与
の影響を除外するために、2009年の症例は除外した。さらに、発症から30日以内。前医で初期
治療が行われているものは除く。10歳未満を除く。上記を満たす101例を対象とした。当科での
糖尿病を有する突発性難聴患者に対する治療方針は、糖尿病科医の併診の下で原則的にステロ
イドハイドロコルチゾン 500mg を３日間から漸減の点滴投与（計9日間、2700mg）を行ってい
る。当院では当科担当の糖尿病科医がおり、積極的に対応していただいているおかげで、糖尿
病の有無でステロイド投与量の変更を行うことはない。全例、メコバラミン、アデノシン三リ
ン酸二ナトリウム水和物の併用を行っている。非糖尿病群として、2004年1月から2008年12月ま
での５年間に当科で突発性難聴と診断された症例のうち、糖尿病を有しない。発症から30日以
内。前医で初期治療が行われているものは除く。10歳未満を除く。上記を満たし、外来および
入院で治療を行った231例を対象に検討した。当科で鼓室内ステロイド投与による治療が開始さ
れる以前の症例であり、全例に糖尿病群と同様にステロイドの点滴治療を行っている。重症度
分類は厚生省 特定疾患 急性高度難聴調査研究班の重症度基準を用いた。聴力回復判定は　厚生
省 特定疾患 急性高度難聴調査研究班の聴力回復の判定基準に従った。統計学的検討は重症度に
対してはMann-Whitney U test、聴力回復判定は治癒および著明回復を聴力改善例とし、回復お
よび不変例を聴力改善不良例としてχ2検定を用いて検討した。
【結果】1）患者背景：糖尿病群は101例（男性61例、女性40例）、年齢は16-81歳（平均59.2歳）。
非糖尿病群は231例（102例、女性129例）、年齢は10-88歳（平均53.1歳）であった。2）初診時重
症度と治療後の聴力予後：これまでの当科における突発性難聴の検討で、加齢に伴い有意に初
診時の重症度が高い。初診時に同じグレードであっても60歳以上の群では、60歳未満の群と比
較して聴力予後が悪いという結果を報告している。そこで、60歳未満と60歳以上に分けて糖尿
病の有無で初診時の重症度、治療後の聴力予後を検討した。初診時の重症度は60歳未満を対象
とした検討では糖尿病有り群では無し群と比較して有意に初診時の重症度が高かった。治療後
の聴力予後も60歳未満の症例を対象とした検討では糖尿病有り群では無し群と比較して有意に
治療後の聴力予後も不良であったが、60歳以上を対象とした検討では糖尿病有無で有意差を認
めなかった。
【考察】これまでの当科の突発性難聴の検討で、突発性難聴患者のうち糖尿病を有する割合は厚
生労働省の報告する全国の糖尿病有病率より高く、60歳以上ではその差はほとんどないが、60
歳未満ではその差が大きかったことを報告している。今回の検討で、60歳未満の糖尿病ありの
群は糖尿病なしの群に比べて、初診時の重症度が高く聴力予後も悪かった。高齢の症例を含め
ると加齢変化など様々な因子が内耳に影響を及ぼすために、糖尿病の関与が分かりにくい。60
歳代未満を対象に検討すると、糖尿病が聴力障害に関与している可能性が示唆された。
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突発性難聴Grade４aとして治療を開始した後、
小脳梗塞が判明した１例

樋口　仁美 1、坂田　俊文 2

1福岡大学筑紫病院　耳鼻いんこう科、2福岡大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】急性感音難聴とめまいを呈する疾患としてメニエール病、突発性難聴、外リンパ瘻
などの内耳疾患が考えられる。今回、急性感音難聴として加療中に小脳梗塞が判明した１例を
経験したので報告する。
【症例】66歳女性。20××年１月24日より右難聴と回転性めまいが出現した。近医内科を受診
し、頭部CTで頭蓋内病変は否定されたため、同内科に入院となった。近医耳鼻咽喉科では右高
度感音難聴、および左向き水平性眼振を指摘された。右突発性難聴Grade４aと診断され、加療
目的に１月27日当科紹介受診となった。初診時純音聴力検査でも平均聴力レベルが90dB以上の
重度感音難聴であった。眼振は注視にて左向き水平性眼振を認めた。意識清明、四肢の運動麻
痺は認めなかった。同日より入院加療開始とした。既往歴、家族歴に特記すべき事項なし。入
院後プレドニゾロン80mgより２日おきに10mgずつ漸減投与を行った。（総量720mg）入院３病日
は体動不可であったが、４病日で車いす移動が可能となった。入院時には明らかに認められて
いた左向き水平性眼振は徐々に軽快傾向にあった。しかし、その後めまいの自覚は持続し、水
平性眼振も残存した。経過に普段とは異なる印象を受けたことから、前医のＣＴで頭蓋内病変
は否定されていたが入院８病日にMRIをおこなった。この結果、右聴神経起始部を含む橋被蓋
部右側から中小脳脚から小脳半球にかけてT2で高信号の比較的新しい梗塞巣を認めた。両側上
小脳動脈は同定されず、両側前下小脳動脈、後下小脳動脈は描出されていた。右椎骨動脈は
元々低形成と思われるが、V4からの遠位の描出が特に不明瞭で狭小も疑われる所見であった。
加療目的に同日当院脳神経外科に転科となった。
【考察】これまでもめまいを伴う急性感音難聴で発症した小脳梗塞は報告されている。小脳梗塞
のうち、前下小脳動脈支配領域の梗塞の典型例では回転性めまい、眼振、運動失調、Horner徴
候、交代性の顔面・体感の温痛覚障害、同側の難聴・耳鳴・同側注視麻痺、顔面神経麻痺など
を来すとされる。しかし、前下小脳動脈は解剖学的にvariationの頻度が高い動脈とされ、めま
いや難聴の症状は高頻度で認められるものの、その他の症状は伴わないとの報告もある。われ
われの症例では、前医での頭部CTに異常所見がなく、めまいと急性感音難聴を主訴とし、その
他の症状を有していなかったため、めまいを伴う突発性難聴と診断し加療を行った。これまで
の報告同様、初診時にめまいと難聴の症状のみであった際には突発性難聴との鑑別は非常に難
しいと思われる。また、急性期の脳梗塞では、小さな脳梗塞ほどCTではわかりにくいとされて
おり、本症例でも前医の頭部CTでは頭蓋内病変を否定されている。しかし、自覚症状の持続、
注視眼振の残存があり、自立歩行が困難であったため、MRI撮影を行い梗塞が判明した。めま
いを伴う突発性難聴と診断する場合には、ＣＴのみならずMRIでの頭蓋内精査が必要と考え
た。
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外耳道異物により脳膿瘍を来たした一症例

角南貴司子 1、森口　　誠 1,2、神田　祐樹 1、井口　広義 1

1大阪市立大学　医学部　耳鼻咽喉科、2森口耳鼻咽喉科

外耳異物による合併症はこれまでの報告では外耳炎、鼓膜損傷、中耳炎、内耳障害がほとん
どである。頭蓋内合併症は本邦では渉猟しえたものは2010年の道祖尾らによる脳膿瘍を来たし
た症例と、2014年の林らによる頭蓋底穿通した症例の2例の報告のみである。今回我々は外耳異
物より側頭葉膿瘍を来した症例を経験したので報告する。症例は63歳女性、主訴は見当識障害
であった。併存症として糖尿病があり、片腎摘出の既往があった。受診２週間ほど前より頭
痛、悪寒を訴えていた。5日前より会話が次第に成り立たなくなってきたため、脳神経外科を受
診。年齢、日付、場所などが分からなくなっていた。同日より精査のため入院となった。頭部
CTにて左側頭葉底部に46×30×35mm大の腫瘤病変を指摘内部に低吸収域、底部に淡い高吸収
域、脳底槽狭小化、中脳圧迫軽度があり、両側中耳乳突蜂巣に軟部陰影を認めた。入院翌日38
度の発熱、左耳痛が出現したため耳鼻科紹介となった。耳鼻科での診察時に質問に対して返答
できず、言語障害が著明であった。左外耳から鼓室にかけて綿花様の異物が数個存在。異物除
去とともに非常に悪臭の強い耳漏排出と認めた。外耳道異物による中耳炎からの頭蓋内炎症波
及疑い、頭部造影MRIを施行、側頭骨よりひろがる膿瘍を思われる病変を認めた。同日脳外科
により膿瘍排膿、ドレナージ施行、翌日より鼓室洗浄。抗生物質点滴（メロペネム）10日間そ
の後レブフロキサシン内服し、次第に見当識は改善をみとめた。炎症所見軽減後、中耳手術を
施行し中頭蓋底の骨欠損を確認、閉鎖を行った。
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末梢性顔面神経麻痺を呈した肺癌脳髄内転移の一症例

小西　一夫 1、南　　謙一 2

1石切生喜病院　耳鼻咽喉科、2石切生喜病院　呼吸器内科

【緒言】末梢性顔面麻痺の多くはベル麻痺やハント症候群などウィルス性で側頭骨内病変が多
く、頭蓋内腫瘍では顔面神経鞘腫など髄外性が多い。今回肺癌症例で末梢性顔面神経麻痺を来
し、髄内への脳転移が判明した一症例を経験したので報告する。
【症例】77歳男性。既往歴・家族歴に特記すべき事項無し。201X年11月腰痛出現し近位整形外科
受診。腰椎MRIで腫瘍性病変を認め11月14日当院紹介整形外科受診。胸部異常陰影を指摘され
呼吸器内科にて気管支鏡施行。生検にてpoorly differentiated adenocartinomaと診断。PETにて
右肺・右肺門・縦隔・右鎖骨上部・Th12に集積を認めT4N3M1 StageIVと診断された。その
際、脳造影MRIで異常を認めなかった。化学療法（カルボプラチン+パクリタキセル）4クール
施行しgood-PRの反応を得られ、呼吸器外来でフォローされていた。200X+1年4月末より右顔面
の違和感、運動障害を自覚され4月26日当科受診。両側鼓膜正常、純音聴力検査右23.5ｄB、左
28.8ｄB高音漸傾型感音難聴、Tympanogram；両側A型、あぶみ骨筋反射は ipsi・contraとも反
応消失、麻痺スコア18/40点の右末梢性顔面神経麻痺を認めた。眼球運動障害・下位脳神経障害
なし、めまいの自覚症状なく明らかな皮疹も認めず、ベル麻痺と診断した。バラシクロビル
3000mg×7日+プレドニン60mg×7日、以後30mgより漸減療法を開始した。ベル麻痺の診断で
あったが、肺癌症例でもあり脳転移の有無をチェックするため脳造影MRIを施行したところ橋
右側に約13.6mm大のT2high、造影T1でリング状に濃染する陰影を認め肺癌の脳転移と考えら
れた。ENoGは44.22％であり、通常のベル麻痺ならば回復することが期待されたが、治療終了後
も麻痺スコア16/40点で改善を認めなかった。脳転移病巣に対しては定位脳照射（中心線量：
30Gy/3Fr/3days、辺縁線量27Gy/3Fr/3days）の放射線療法を施行し一旦縮小傾向を認めるも
再度造影域の拡大、橋・延髄の浮腫性変化出現したためベタメサゾンを投与しつつアバシズマ
ブ800mgの点滴療法を3クール施行。次第に浮動感出現。徐々に全身状態悪化し200X+2年2月誤
嚥性肺炎より呼吸状態悪化し死亡された。
【考察】顔面神経麻痺はベル麻痺、ハント症候群などウィルス性が多く、その病変は側頭骨内で
あり、頭蓋内疾患による麻痺は多くない。頭蓋内疾患による麻痺は（1）頭蓋内髄外、（2）髄内
で顔面神経核より末梢、（3）髄内で顔面神経核より中枢の3種類に分類される。顔面神経鞘腫や
聴神経腫瘍は（1）頭蓋内髄外で末梢性顔面神経麻痺を呈す。（3）では前額の動きに左右さを認
めない中枢性顔面神経麻痺を呈す。　悪性腫瘍による顔面神経麻痺の機序としてBerlingerらは
（a）遠隔臓器固形癌の側頭骨に対する転移、（b）耳下腺や中耳などの隣接臓器からの触接浸潤、
（c）びまん性転移性髄膜癌腫症のような髄液腔を介しての転移、（d）頭蓋内腫瘍からの触接浸
潤、（e）白血病などの非固形癌の浸潤の5つの経路をあげている。本症例は（a）〜（e）に該当
せず遠隔臓器固形癌で、（2）顔面神経核より末梢に髄内転移した症例と考えられる。　当初ベル
麻痺と診断しENoGで良好な成績にも関わらず抗ウィルス剤・ステロイドの効果が得られなかっ
たのは転移性腫瘍による麻痺であることを表している。肺癌や乳がんなど脳転移を来しやすい
担癌症例、あるいは癌の既往のある症例ではベル麻痺と診断してもMRI検査を施行することが
必要と考える。
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耳鼻咽喉科領域の諸症状を呈した脳表ヘモジデリン沈着症症例

松永　崇志 1、立山　香織 1、平野　　隆 1、内田　　晋 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大分大学　医学部　脳神経外科

【はじめに】脳表ヘモジデリン沈着症とは、くも膜下の慢性的または反復性の出血により、血液
と髄液が接触することで組織毒性をもつ鉄やフェリチンが産生され、ヘモジデリンとともに脳
表へ沈着し、臨床的には感音難聴や小脳失調、錐体路徴候、認知機能低下などの症状を呈する
進行性かつ不可逆性の疾患である。今回、当科で経験した1例を通じて、特に耳鼻咽喉科領域の
臨床像につき文献的考察を交えながら報告する。
【症例】48歳男性。平成22年頃より周囲から歩行時のふらつきを指摘されていた。平成24年頃に
は排尿困難感や便秘症状が出現、平成25年には右難聴や視力障害を自覚した。その後もふらつ
きと難聴が持続したため、近医耳鼻咽喉科を受診。聴力検査で右70.0dB、左32.5dB（四分法）
の右側有意の感音難聴と平衡機能異常を指摘されたため、精査目的に平成27年5月に当科へ紹介
受診となった。過去に2回交通事故の既往があった。当科初診時の聴力検査では、右 72.5dB、左
27.5dB（四分法）と右側有意の高音感音漸傾型難聴を認め、自記オージオグラムでは聴力検査
に一致して両側ともにJerger I型を示した。語音聴力検査では、標準純音聴力検査で低・中音域
の低下は軽度であったにも関わらず、右は0%、左は40%と両側ともに著しい語音明瞭度の低下
を認めた。補聴器調整を行ったが、補聴効果は認めなかった。DPOAEでは両側ともに反応不良
であり、アブミ骨筋反射（SR）と聴性脳幹反応（ABR）も両側無反応であった。T＆T（オル
ファクトメトリー）では、高度の嗅覚障害を認め、電気味覚刺激検査も鼓索神経領域は20dB、
舌咽神経領域は28dB、大錐体神経領域は32dBといずれも味覚閾値の上昇を認めた。カロリック
検査では冷水刺激において、最大緩徐相速度は右が3.11°/sec、左が7.01°/secと両側半規管麻
痺を認めた。頭部MRIでは小脳半球の萎縮、大脳半球や小脳半球、橋、延髄の表面にT2強調画
像で低信号域を認め、脊髄のMRIでは胸髄表面に全体的なT2強調画像低信号域を認めており、
これら所見から脳表ヘモジデリン沈着症と診断された。その後、当院神経内科や脳神経外科で
精査・加療が行われ、平成28年2月に脳神経外科で髄液漏出部位に対して硬膜閉鎖術を施行され
た。現在リハビリテーションで当院脳神経外科通院中であり、当科では聴力検査を行いながら
経過観察中であるが、聴力は術後1年4ヶ月現在、右scale out、左43.8dBと緩徐に増悪している。
【考察】脳表ヘモジデリン沈着症の臨床症状は感音難聴、小脳性失調、錐体路徴候が三主徴候と
され、その他、嗅覚低下、視覚障害、認知機能障害など多彩である。また、また脳神経のなか
ではとくに視神経、嗅神経、内耳神経がもっとも障害されやすいとされている。本症例では著
しい語音明瞭度の低下を伴う進行性感音難聴、平衡機能障害、味覚障害、嗅覚障害を認めた。
純音聴力検査ではある程度聴力が保たれているにも関わらず、聴性脳幹反応は無反応、語音明
瞭度は40%であり補聴効果が全く無いことから、後迷路性難聴と考えられた。カロリックテスト
では両側の半規管麻痺を認めたが、眼振を認めず、膝踵試験の異常や立位保持が困難であった
ことから、平衡機能障害は小脳性障害が主な原因と思われた。硬膜閉鎖術によって難聴の進行
を防ぐことはできず、術後も徐々に増悪している。難聴は本疾患患者の9割以上に認められ、
QOLを阻害することから、今後も耳鼻咽喉科医による聴力像及び聴力予後の解析、人工内耳の
効果等検討していく必要がある。また、進行性感音難聴、平行機能障害をきたす鑑別疾患とし
て耳鼻咽喉科医が認知すべき疾患の1つであると考えた。
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側頭骨に発生した巨細胞性修復性肉芽種の一例

久世　文也、水田　啓介、青木　光広、若岡　敬紀、林　　寿光、西堀　丈純、伊藤　八次
岐阜大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】巨細胞性修復性肉芽種（giant cell reparative granuloma : 以下GCRG）は、非腫瘍
性、局所進行性の稀な良性疾患である。病因や病態は不明である。外傷による骨出血によって
引き起こされた増殖性疾患であるとする報告も多い。しかしながら外傷の既往のない症例も存
在する。慢性炎症性反応が血行性変化を引き起こし、二次性の過形成、肉芽形成をきたすとの
報告もあり何らかの炎症反応に起因する疾患と考えられる。今回我々は、側頭骨に発症した
GCRG症例を経験したため、文献的考察とともに報告する。
【症例】58歳男性。
【既往歴】特記すべきことなし。
【現病歴】X-1年夏頃から左耳閉感、難聴を自覚するようになった。近医耳鼻科を受診、左外耳
道は腫脹し、閉塞しており、総合病院耳鼻科へ紹介受診となった。同院でのCT検査にて、左側
頭骨腫瘍を指摘、病理組織検査にて巨細胞腫と診断された。手術目的でX年2月に当科紹介受診
となった。左外耳道は閉塞していた。当院でのCTにおいて、左側頭骨前部に23×20mmの境界
明瞭な分葉状の溶骨性病変を認めた。外耳道、上鼓室外側は膨隆し、側頭骨巨細胞腫として矛
盾しない所見であったが、放射線科医からGCRGとの鑑別を推奨された。当初、脳外科とともに
側頭骨切除、硬膜切除再建、下顎骨関節突起切断を計画していた。しかし、再度組織生検を行
ったところ、GCRGの診断となった。良性疾患であることを考慮し、病変摘出とともに十分な側
頭骨削除し、顎関節や脳硬膜は温存する方針とした。手術では、外耳道後壁を温存して乳突削
開したのち、顎関節窩上方から後方の側頭骨を広く削開して硬膜を露出した。肉芽様の病変部
から１ｃｍ以上離れた健常硬膜部から少しずつ病変部をそぎ取り摘出した。鼓室内では、鼓膜
とは剥離可能、キヌタ骨は一旦摘出し、腫瘤を取り除いてから連鎖再建 IIIｃ－Iとした。術後病
理結果はGCRGであった。現在外来経過観察中である。
【考察】GCRGはしばしば上顎骨、下顎骨で起こることが知られているが、側頭骨では稀であ
る。難聴や顔面神経麻痺、耳閉感、耳鳴、めまいを引き起こすとされる。完全に摘出すること
が最も効果的な治療であるが再発もみられ、術後も経過観察を必要とする。完全摘出困難例で
は、放射線治療や血管新生抑制療法も選択される。本例では現在まで追加治療を行っていない
が、再燃時の治療についても検討中である。
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側頭骨に発症したPMT（Phosphaturic Mesencymal Tumor）の一例

大和谷　崇、中西　　啓、遠藤　志織、峯田　周幸
浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

Phosphaturic mesenchymal tumor（リン酸塩尿性間葉系腫瘍）はリンの尿中排泄を促進する
FGF-23（fibroblast growth factor 23）を分泌する腫瘍であり、それによる慢性的な低リン血症
を来し、腫瘍性骨軟化症（TIO: Tumor-induced osteomalacia）の原因となる比較的稀な疾患で
ある。今回我々は側頭骨に発症したPMT症例を経験したため、報告する。症例は65歳男性。2年
前より多発骨痛、病的骨折あり、1年前TIOを疑われ当院整形外科紹介となった。整形外科受診
時、腰椎、仙骨、肋骨、左肘に多発病的骨折が認められ、さらに全身骨痛でベッド上での体動
も困難であった。当院整形外科にて種々検査が施行され、血中リン低値、FGF23高値、全身
CT・骨盤内MRIでは左側頭骨部に腫瘍性病変を認めるのみであった。左側頭部の腫瘍が責任病
巣と疑われ、2017年初旬に当科紹介受診となった。　　初診時所見では左外耳道入口部で後壁
が腫脹、外耳道内は肉芽様で易出血性の組織と薄い骨片で充満していた。外来で生検の結果、
短紡錘細胞の増殖と類骨の形成が認められ、免疫染色でFGF23が散在性に陽性でPMTで矛盾し
ないとの結果であった。頭部CTでは左側頭骨広範に骨破壊を伴う腫瘍と思われる軟部陰影が認
められ、腫瘍は内頚動脈管、耳管、頸静脈孔、内耳まで伸展が疑われ手術による完全摘出は困
難と思われた。本人、整形外科と相談の上、減量のみでも症状の改善が早期からみられること
があるとのことで、減量手術を行うこととした。手術は全身麻酔下にて施行、耳後切開にてア
プローチを行った。外耳道入口部で外耳道を切断、さらに耳後部骨を削開すると乳突洞内に腫
瘍と新生骨と思われる骨片が充満していた。腫瘍は非常にもろく、易出血性であった。後方はS
状静脈洞および後頭蓋硬膜が露出、天蓋の中頭蓋硬膜もところどころ露出していた。耳小骨は
キヌタ骨の長脚およびアブミ骨上部構造が欠損していた。顔面神経水平部が露出、腫瘍は岬角
を破壊し、蝸牛内へも進展していた。鼓室の前下方は頸動脈管や内頸静脈周囲の骨破壊もあ
り、拍動性出血が認められたため、そこまでの切除とした。腫瘍切除後の欠損は腹部からの遊
離脂肪を充填した。術後は翌日から全身痛が消失し、ベッド上での体動が可能となった。患者
は全身多発骨折と長期臥床による筋萎縮と関節拘縮もあるため、約1ヶ月間リハビリしたのち、
退院となった。血中リンおよびFGF23の値の改善はいまだ認められていない。病理結果は術前
生検結果と同様でPMTとして矛盾しない結果であった。　PMTは比較的稀な疾患であり、好発
部位としては大腿骨、副鼻腔、下顎骨が多いとされている。側頭骨に発生した例は国内外でも
報告が非常に少なく、稀な症例であると思われた。本疾患は完全摘出が可能であれば完治も望
めるとされているが、本症例のように減量手術であっても早期から症状の改善が見込めるとさ
れている。今後は腫瘍の再増大に伴う症状の再発に注意して経過観察が必要と考えている。
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側頭骨線維性骨異形成症の１例

松延　　毅、鈴木　宏隆、大久保由布、青木　秀治、大久保公裕
日本医科大学大学院医学研究科頭頸部・感覚器科学

線維性骨異形成症は、骨の吸収、未熟な骨梁の新生を主病変とし、骨の形成異常を牽引とす
る非腫瘍性疾患であり、四肢の長管骨、肋骨、頭蓋顔面骨に好発し、頭蓋顔面骨では上顎骨、
下顎骨の報告はしばしば散見されるが、側頭骨発生の頻度は少ない。今回、我々は側頭骨に生
じた線維性骨異形成症の１例を経験したので文献的考察を加えて報告する。症例は38歳男性。
20xx年5月、めまい、頭痛を主訴に近医脳神経外科を受診、画像検査にて右側頭骨腫瘍を疑わ
れ、当科紹介受診となった。右外耳道、鼓膜所見は正常、純音聴力検査も異常が見られなかっ
た。CT所見で右外耳道、鼓室内に陰影は認めなかったが、右乳突蜂巣内に側頭骨の菲薄化、破
壊像を認め、周囲にすりガラス陰影を呈する軟部陰影を認めた。また、MRI所見では、右乳突
蜂巣内にT1, T2強調画像でやや不均一なlow inteisityな腫瘤を認めた。組織学的検査目的に全身
麻酔下に生検を行った。右耳後部切開から側頭骨を露出し骨を削開すると、易出血性でシャー
ベット状の骨の増殖が見られた。線維性骨異形成症は1891年にRecklinghausenにより最初に報
告され、1938年にLichtensteinにより病理書式増から fibrous dysplasia（FD）と命名された。
1958年にBelavelらにより本症は単骨性、多骨性、Albright症候群の3病型に分類されている。側
頭骨線維性骨異形成症の三大症状は側頭骨の無痛性腫脹、外耳道の狭窄および閉鎖、難聴であ
り、骨病変の進展範囲によって感音難聴、めまい、顔面神経麻痺、真珠腫の形成を合併症とし
て起こすことが報告されている。治療法としては無症状であれば経過観察であり、伝音難聴お
よび合併症の改善、また美容上の問題の改善を目的とし、外耳道形成術、病巣削開・減量等の
手術がされている。
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耳垢の決定遺伝子ABCC11と耳内環境に伴う
中耳真珠腫の発症リスク

楠　　威志 1、岡田　弘子 2、神谷　和作 2、古川　正幸 2、池田　勝久 2

1順天堂大学　医学部付属静岡病院　耳鼻咽喉科、2順天堂大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

【緒言】ABCC11遺伝子多型（538G＞A）が耳垢の性状（湿性もしくは乾性）を決定することが
Yoshiuraら（Nature Genetics 38：324－330，2006）によって報告された。ABCC11 538AAが
乾性耳垢に対応し、538GG/GAが湿性耳垢に対応する。耳垢成分は、外耳道アポクリン腺（皮
脂腺と耳垢腺）の分泌物と外耳道上皮からなる。本研究では、ABCC11遺伝子多型に伴う耳垢
の乾湿の違いが、中耳真珠腫の発生リスクに影響を与える可能性について検討した。
【方法】口頭および書面同意を得た後天性中耳真珠腫患者から、手術時に摘出された中耳真珠腫
と術後血液を得た。血液から抽出したゲノムDNAを鋳型として、ABCC11 538G＞Aを含む領域
をPCRで増幅し、当該一塩基多型のシーケンス解析を行った。視診においては、健側および患
側の病変部から離れている耳垢に着目して、その乾湿を判別した。尚、本研究は、順天堂大学
医学部倫理委員会の承認をはじめ，各分担施設の倫理委員会の承認を受けて実施された。
【結果】遺伝子解析をし得た中耳真珠腫26症例全てにおいて、視診による耳垢判別結果と遺伝子
解析による結果が一致することが確認された。遺伝子解析の結果、538AA（乾性）が53.8％
（14/26例）、538GA（湿性）が46.2％（12/26例）であった。また、湿性耳垢群で両側真珠腫症例
の発生率は58.3%（12例中７例）に対して、乾性耳垢群で両側真珠腫症例は、21.4%（14例中3
例）と、湿性耳垢群の方が、乾性耳垢群より両側真珠腫症例の発生率が高かった。視診のみで
耳垢型を判別した14症例を含めると、全ての中耳真珠腫患者における乾性耳垢の割合は62.5％
（25/40例）、湿性耳垢の割合は32.4％（15/40例）であった。また、両側真珠腫症発生率に関して
は、乾性耳垢群24.0％（6/25例）、湿性耳垢群66.7％（10/15例）と、湿性耳垢群の方が、乾性耳
垢群に比べ両側真珠腫症発生率が有意に多いことが判明した（χ2 P＜0.05）。尚、乾性耳垢群
と湿性耳垢群との間で中耳真珠腫の進展度に関する差は認められなかった。
【考察】Ishikawaら（Frontiers in Genetics 3: 306, 2013）は、ABCC11遺伝子の一塩基多型解析
によって、湿性耳垢がアフリカ人、ヨーロッパ人に多く、日本人に少ないことを示している。
高橋ら（平成6年度厚生省心身障害研究　414－420）は、ヨーロッパ人では日本人と比較して中
耳真珠腫の発生頻度が高いことを報告している。日本国内に限った場合であるが、高木は（Oto
Jpn 21: 791-794, 2011）、ABCC11遺伝子検査を施行し、健常人では、372人中湿性耳垢 59人
（15.9％）、中耳真珠腫症例では、156人中40人（25.6%）と、中耳真珠腫症例では健常人に比べて
湿性耳垢の頻度が有意（P＜0.01）に高いと報告し、湿性耳垢の原因遺伝子が真珠腫発症にも関
与すると結論付けている。本研究で扱った中耳真珠腫手術症例では、全体の67.6%が乾性耳垢群
であり、32.4%が湿性耳垢群であった。本研究ではコントロール群として、健常人として耳垢チ
ェックはまだ行っていない。高木の報告した健常人のデーターと比較すれば、本研究も同様
に、中耳真珠腫症例では健常人に比べて湿性耳垢の頻度が有意（P＜0.001）に高くなる。両側中
耳真珠腫については、乾性耳垢24.0％、湿性耳垢66.7％と有意に湿性耳垢が高頻度に発生してい
た。湿性耳垢の移動速度低下の伴う炎症の遷延化、デブリ貯留、さらに耳閉感、掻痒感に対す
る両側の頻回耳かきなど生活習慣を含めた検索が、今後必要と考える。
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後天性外耳道閉鎖症と扁平苔癬の関連の検討

山本　亮介 1、藤原　敬三 1、道田　哲彦 2、竹林　慎治 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・頭頚部外科、
2先端医療センター病院　耳鼻いんこう科

はじめに
後天性外耳道閉鎖症（Acquired Atresia of the External Auditory Canal: AAEAC）とは外耳

道が閉塞していく稀な病態で、他にmedial meatal fibrosis, chronic stenosing otitis externa等
様々な呼称がある。耳漏や肉芽増生がみられる急性期の後に、線維性結合織で置換されるとい
った周期を繰り返し徐々に外耳道が狭窄してくる病態であり、骨部外耳道が完全に閉塞すると
その後は炎症が起こらなくなるが、外耳道閉塞に伴う伝音難聴を来す。外傷、手術、感染など
が原因となるとされ、明らかな原因のないものを特発性とする。AAEACと扁平苔癬との関連を
示唆する報告が散見され、当院においてAAEACと診断した患者に関し、扁平苔癬との関連を検
討した。
症例

68歳女性。46歳より右耳の耳漏が出現し、耳痛を伴うこともあった。66歳時、難治性口内
炎・悪性腫瘍除外目的で当科紹介となった。口腔には口腔扁平苔癬を疑う白色レース様病変、
発赤病変を認めた。右耳は鼓膜の浅在化を認め、CTにて鼓膜から骨部外耳道までが軟部組織濃
度の病変で閉塞していた。過去の右耳漏の病歴と骨部外耳道が線維性組織で閉塞している所見
と、耳疾患の既往歴・外傷歴・手術歴がないことから特発性のAAEACと診断した。手術加療も
提示したが、一側性の伝音難聴以外の症状がなく、現時点では手術加療を希望されていない。
耳以外の症状として、難治性・再発性口内炎、皮疹（四肢・体幹・外陰部）を伴っていた。皮
膚科受診し、口腔病変・皮膚病変に関しては扁平苔癬との診断であった。
考察
扁平苔癬とAAEACの関連に関してはMartin等が1998年に初めての報告している。Hopsu等が

2007年に3例の idiopathic medial meatal fibrosisと口腔扁平苔癬の合併例を報告し、その後Sar-
tori-Valinotti等が2013年に19例のotic lichen planusを報告している。扁平苔癬の病変は耳病変以
外に皮膚病変・口腔病変・外陰部病変・食道病変が報告されており、Sartori等の報告のうち14
例が耳以外の部位の扁平苔癬とAAEACの合併症例であった。今回当院でのAAEAC症例6例の
うち耳病変以外の扁平苔癬と診断されたのは2例で、ともに口腔扁平苔癬を合併していた。Sar-
tori等の報告では、タクロリムス軟膏が著効する可能性が高く、当院でタクロリムス軟膏での治
療を行った患者2例でも有効であった。特発性AAEACの中に扁平苔癬関連の耳病変が存在する
と考えられ、タクロリムス軟膏を使用した早期介入で病変の進行を抑えられる症例も存在する
可能性がある。
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外耳道閉鎖症による外耳道真珠腫の２例

森下　大樹 1、荒井　康裕 1、磯野　泰大 1、中川　千尋 2、折舘　伸彦 1

1横浜市立大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2横浜栄共済病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
外耳道閉鎖症は、狭窄した深部皮膚の耳垢蓄積により自浄作用が低下し、上皮角化作用が促

進されるため、外耳道真珠腫が生じると報告されている。今回我々は、外傷性外耳道閉鎖症お
よび先天性外耳道閉鎖症による外耳道真珠腫の症例を経験したため、若干の文献的考察を加え
て報告する。
【症例1】

47歳　男性。9歳時に転落事故による頭部外傷歴を認める。その後から、外耳道狭窄および難
聴を指摘されていたが放置していた。当科初診2年前に健診で左聴力低下を指摘され、前医受
診。左外耳道閉鎖を認め、側頭骨単純CTで左外耳道内から乳突洞に及ぶ軟部組織陰影と骨部外
耳道の拡大を認め、ツチ骨・アブミ骨の同定は困難であった。頭部単純MRIでは、左外耳道内
にT1強調画像で等信号、T2強調画像で高信号、拡散強調画像で高信号領域を認めた。外傷性外
耳道閉鎖症による外耳道真珠腫が疑われ、経過観察されていたが軟部組織陰影の増大傾向を認
めたため、手術加療目的に当科を紹介受診した。右31dB（骨導24dB）、左91dB（骨導39dB）の
混合性難聴を認めた。手術所見では、外耳道下壁から前壁を破壊する外耳道真珠腫が充満して
おり、また外耳道後壁に骨折線を認め、同部位から乳突洞に真珠腫は進展していた。鼓膜は全
癒着しており、耳小骨は、ツチ骨頭のみ残存、上鼓室に遊離したキヌタ骨を認め、アブミ骨は
底板のみ残存していた。真珠腫を全摘し、乳突削開を行い、開放乳突腔とした。術後感染徴候
や外耳道再狭窄を認めていない。
【症例2】

25歳　男性。小児期より左小耳症、左難聴を指摘されていたが医療機関を受診していなかっ
た。左耳痛、開口障害のため前医受診。側頭骨単純CTで左外耳道閉鎖、左外耳道から上鼓室・
乳突洞にかけて軟部組織陰影と外耳道下壁の骨破壊像を認め、外耳道真珠腫疑いにて翌日当科
を紹介受診した。左耳介後部の発赤腫脹と炎症反応上昇を認め、側頭骨造影CTでは左乳様突起
周囲の膿瘍形成が疑われた。先天性外耳道閉鎖症に伴う外耳道真珠腫およびBezold膿瘍を疑
い、同日に切開排膿・ドレーン留置を行った。CPZ/SBT点滴と創部洗浄加療により感染は制御
された。膿瘍からの培養では、Peptostreptococcus speciesとAnaerobe Gram-negative bacilli を
検出した。第35病日に左外耳道真珠腫摘出術、外耳道入口部形成術を施行した。手術所見で
は、真珠腫は狭窄した外耳道内および癒着した鼓膜の後上部から上鼓室・乳突洞内まで進展し
ていた。また、外耳道下壁を破壊し耳下腺被膜まで外耳道真珠腫は進展していた。同部位に膿
瘍形成していたと考えられた。狭窄した骨部外耳道を拡大し、開放乳突腔とした。過去の外耳
道閉鎖に伴う外耳道真珠腫報告例との比較検討を行う。
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外耳道に髄外再発した急性前骨髄性白血病の１例

岡上　雄介、堀　　龍介、児嶋　　剛、大八木誠児、庄司　和彦
天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】一般診療において外耳道炎に遭遇することは少なくない。多くは、局所処置や投薬
により改善するが、時に難治性の疾患に遭遇し、治療、診断に苦慮することがある。今回われ
われは、耳漏、外耳道の腫脹が改善せず、難治性外耳道炎として加療中にAPLの髄外再発と診
断された稀な1例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。
【症例】52歳　男性主訴：右耳漏、右難聴、左耳痛現病歴：1週間前から右耳漏、難聴あり、近
医受診し抗菌点耳薬にて加療されるも改善なく、左耳痛も出現してきたため当科受診。初診時
所見：右耳は外耳道が著明に腫脹し、発赤と耳漏を認めていた。左耳も外耳道後壁から鼓膜辺
縁に発赤を認めていた。既往歴：急性前骨髄性白血病（APL）（維持療法中）経過：両側外耳道
炎の診断のもと、右耳より菌検査施行したのちに、抗菌薬内服と抗菌およびステロイドの点耳
薬を開始した。1週間後、外耳道の腫脹、発赤に改善ないため、抗菌薬を変更し点耳薬も継続し
たが症状や所見に著明な改善が認められなかった。菌検査の結果も感染を疑う所見なく、有意
菌の発育を認めなかった。真珠腫など他の疾患の可能性も考えCTを施行したが両側乳突蜂巣の
一部に軟部影と右外耳道の肥厚を認めるものの、耳小骨の脱灰や骨破壊などは認められず炎症
を疑う所見であった。しかし、その後も外耳道の腫脹が増悪してきたため、組織学的検査のた
め右外耳道より生検を施行した。病理にて白血病細胞の浸潤が疑われ、FISHにてPML/RARA
陽性であり、APLと診断された。左外耳道も若干の凹凸不整と肥厚を認めてきていたため追加
で生検施行したところ、こちらも白血病細胞の浸潤が考えられるとのことであった。骨髄から
は鏡検的に再発所見認められず。外耳道へのAPL髄外再発として症状出現から4ヶ月後、血液内
科にて寛解導入療法を施行。治療開始20日目ころより、難聴の自覚症状の改善あり、治療開始
27日目には右外耳道の腫脹は軽減し鼓膜が一部観察できるようになった。その後も徐々に右外
耳道の腫脹は改善、左外耳道壁も平滑になっていき、治療開始48日目には視診上、耳内所見は
正常となった。寛解導入療法終了後、骨髄検査ではmolecular CRを達成。ただ、右外耳道から
再度生検生検したところ、わずかにCD34陽性atypical cellを認め、FISHにてPML/RARA融合
シグナルを疑う細胞が極少数検出され、白血病細胞の残存の可能性を否定できず。その後、地
固め療法1回施行後、再度右外耳道より生検した際には異常なく、CRと判定された。地固め療
法2回目を施行し、その後BMT（造血幹細胞移植）施行し、現在外耳道は視診上変化なく経過
している。
【考察】外耳道疾患として最も多いのは外耳道炎であり、普段、外耳道の腫瘤性病変に遭遇する
ことは比較的稀ではある。なかには、腫瘤性病変と気づかずに長期にわたり漫然と局所処置な
どを行っているうちに治療開始が遅れることも少なくなく、今回のようにCTで外耳道の肥厚の
みを認め、骨破壊もなく悪性を強く疑う所見がなければなおさらである。一方、APL自体は
90％以上がCRに達するが、そのうち約30％は再発する。ただ、髄外再発は少数であり、その多
くは中枢神経系への再発である。今回のような外耳道への髄外再発は報告も少なく稀であり、
普段の診療で鑑別疾患として常に念頭に置いているものではない。今回は菌検査で感染を疑う
所見がなく血管炎などの他の炎症性疾患を除外する目的と、既往にAPLがあったことから生検
するに至った。既往歴の聴取とやはり、腫瘍性病変を強く疑っていなくても局所治療や抗菌薬
投与などの治療に抵抗し非典型的な経過を示す症例に対しては組織学的検査が重要であること
を改めて認識させられた。
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多剤耐性緑膿菌とメチシリン耐性黄色ブドウ球菌による
悪性外耳道炎の１例

玉江　昭裕、野田　哲平、西山　和郎
国家公務員共済組合連合会浜の町病院

悪性外耳道炎は外耳道の細菌感染が側頭骨や周囲軟部組織に波及し、蜂窩織炎や側頭骨の骨
髄炎を引き起こす。進行すると頭蓋底に波及し致命的となりえ、十分な治療が必要である。今
回我々は治療に難渋した多剤耐性緑膿菌（MDRP）とメチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA）による悪性外耳道炎を経験したため報告する。症例：86歳女性。主訴：右耳痛。現病
歴：初診3か月前に近医耳鼻科クリニックで耳垢除去をした際に右外耳道を傷つけた。初診70日
前に右耳痛を主訴に前医耳鼻咽喉科受診。前医初診時、右外耳道腫脹とCTで外耳道前壁の骨破
壊を認めた。細菌検査で右耳漏よりメMDRPおよびMRSAを検出。悪性外耳道炎として耳洗浄
と一時的な抗菌薬投与を繰り返す治療をうけた。。2か月以上治療をおこなっても臨床症状が増
悪傾向にあり当院紹介受診。既往歴：2型糖尿病、高血圧、右突発性難聴（20年程前）、偽痛
風。当院初診時検査所見；激しい右耳痛により顔面苦悶様。右外耳道より膿が流出。右外耳道
は腫脹し鼓膜は見えない状態。造影CTにて右外耳道、顎関節、側頭下窩に炎暑所見あり。明ら
か脳神経障害なし。経過：MDRPおよびMRSAによる右悪性外耳道炎と診断し、MDRPに対し
てはPIPC/TAZ4.5g×3/day、MRSAに対しては→FOM0.5g×2/dayおよびLZD600mg×2/dayに
より治療を開始した。また、糖尿病内科と連携して十分な血糖コントロールを行った。入院時
に行った細菌検査ではMDRPは検出されたもののMRSAは検出されなかったが、前医検査結果
を考慮してMRSAも含めて治療を継続した。治療による臨床症状の改善は乏しく、治療開始5日
目にドレナージ及び悪性腫瘍の鑑別目的に右外耳道皮膚切除、右乳突作家医術施行。治療開始
後16日目に造影MRを撮影すると所見は改善傾向であったが、LZDによる血小板減少をみとめ、
治療開始17日目よりLZDをVCMに変更した。VCDをトラフ値を見ながら調整していたが、治療
開始26日目に血清Cr値が2.38mg/dLと上昇。VCMを中止し、NSAIDsも中止。抗菌薬をFOM
0.5g×2/day, PIPC/TAZ 2.25g×2/dayに減量し、hydrationを開始した。肺水腫、胸水貯留を認
め、利尿剤投与やアルブミン輸血をしながら抗菌薬投与を続行した。右耳漏からの培養では
MRSAは検出されなかったがMDRPは引き続き検出。治療開始33日目には発熱及び炎症反応上
昇も認めたため、PIPC/TAZをAZT0.5g×2/dayへ変更した。治療開始39日後、炎症反応高値で
ありLZD再開しAZT1gx2/dayへ増量。長期の抗生剤治療による耐性化を防ぐためAZTを
PIPC/TAZ2.25ｇ×2/dayへ変更。治療開始51日目、造影MRにて所見のさらなる改善を確認。
治療開始75日目、FOM（500）4T4X+STFX（50）1T1Xを退院時処方して退院とした。退院後
外来にて内服治療を継続。少量の耳漏はあるものの耳内所見は安定した状態が続いた。治療開
始95日目、薬剤性肝障害をみとめ抗菌薬内服は終了。経過観察していたところ、少量ではある
が緑色耳漏をみとめ、菌検査で緑膿菌（耐性菌でない）を検出。治療開始179日目、STFX内服
再開。治療開始191日目、再び薬剤性肝機能障害をみとめSTFX終了。耳内はwetな状態がつづ
いたがそれ以上悪化することなく経過。退院後1年経過して終診とした。考察悪性外耳道炎は長
期の抗菌薬治療が推奨されており、本症例でも長期の治療により軽快に至った。しかし、悪性
外耳道炎患者は全身状態が悪い患者が多く、長期間の治療による合併症への注意が必要であ
る。今回は特にVCMによる腎障害が発生し、肺水腫や胸水貯留といった全身状態悪化をきたし
た。VCMは血清トラフ値を測定していても腎障害を引き起こすリスクがあり十分注意して使用
する必要がある。
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慢性外耳道炎患者から検出されたStephanoascus ciferriiの１症例

田口　大藏、中谷　宏章
独立行政法人国立病院機構　福山医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】Stephanoascus ciferrii（Candida ciferrii）は人獣共通感染症の1つである。我々が渉
猟し得た範囲では、本邦の耳鼻科領域における報告は5例であり、極めて稀である。今回我々
は、慢性外耳道炎患者から検出されたStephanoascus ciferriiの1症例を経験したので、若干の文
献的考察を加えて報告する。
【症例】70歳女性50歳頃から右慢性中耳炎のため、近医耳鼻科に通院していた。201X年2月頃よ
り右耳掻痒感が出現した。右外耳道炎との診断で治療を受けていたが改善しないため、同年3月
に当科受診。右外耳道に発赤・湿潤を認めたため、同部位を擦過し、培養検査に提出した。
【細菌学的検査】グラム染色で真菌が疑われたため、CHROM agar TM Candida（関東化学）お
よびサブロー寒天培地で培養が開始された。CHROM agar TM Candidaでは青味がかったラフ
な集落が観察された。サブロー寒天培地では乳白色で辺縁不整の集落が観察された。グラム染
色では、分岐した菌糸状の菌体と酵母様の菌体が認められた。酵母様真菌同定キットID32C（シ
スメック・ビオメリュー）を用いて菌種の同定検査を実施し、Stephanoascus ciferriiと同定さ
れた。薬剤感受性試験は、酵母様真菌薬剤感受性キットASTY（極東製薬工業）を用いて実施
し、5-FC: 32（R）、FLCZ: 16（S-DD）、VRCZ: 0.125（S）、ITCZ: 0.06（S）との結果を得た。
【考察】本症例のStephanoascus ciferriiは5-FCに対して耐性であり、FLCZに対しても耐性傾向
が認められた。Stephanoascus ciferriiはアゾール系の抗真菌薬に対して耐性傾向を示すため、
適切な抗真菌薬の選択が必要である。培養検査で酵母様真菌が検出された場合は、菌種の同定
検査および薬剤感受性検査を行うことにより、抗真菌薬の耐性の確定および適切な抗真菌薬の
選択を行うことができる。抗真菌薬の投与にも関わらず治療に抵抗する場合や、高齢者や免疫
不全患者などの中耳・外耳真菌症では、本菌の可能性も考慮して培養検査や抗真菌薬の選択を
行う必要があると考えられた。
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自宅での耳洗浄を試みた難治性外耳道湿疹の治療経験
─耳介まで炎症が広がったMRSA感染症例─

金沢　弘美 1、増田麻里亜 2、民井　　智 2、山本　大喜 2、長谷川雅世 2、江洲　欣彦 2、
織田　　潔 2、吉田　尚弘 2

1さいたま市民医療センター、2自治医科大学付属さいたま医療センター耳鼻咽喉科

外耳道湿疹がMRSA感染し耳介まで炎症が広がり難治化した症例に対して、自宅における頻
回の水道水による耳洗浄を治療に取り入れた経験を報告する。症例は60歳の健康な女性であ
る。半年以上近医で抗菌薬投与や耳処置を行ったが改善せず当院紹介となった。耳介から外耳
道にかけて皮膚が発赤腫脹し、湿疹が広範囲に見られ、膿の流出も認め、外耳道は狭小化して
いた。自宅にてシャワー浴時の石鹸による耳介の洗浄に加え、20ccシリンジを渡し、頻回の耳
洗浄も指示した。湿疹に対しステロイド外用剤、掻痒感に対し抗ヒスタミン剤の内服薬を処方
した。自宅治療を中心とし、当院は２週間から１ヶ月に１回の診察とした。排膿が落ち着き外
耳道の腫脹の改善した６週間後にタリビット点耳とリンデロン点耳を開始した。最終的に治癒
まで約３ヶ月を要した。健康な皮膚からの細菌感染症の原因菌の半数近くは黄色ブドウ球菌で
あり、その20から40%はMRSAが占める。この市中型MRSAは、院内で見られる重篤なMRSA
と区別され高度薬剤耐性は少ないとされている。皮膚疾患の市中型MRSA感染症に対しては、
抗菌薬内服だけでなく局所洗浄療法が原則といわれている。外耳疾患に対しても、MRSA感染
症に対して同様の対応で治療が可能であることが判明した。当院では、自宅での耳洗浄は、
MRSA以外の外耳疾患に対しても頻回の通院が不可能な若い症例など適応を選び、看護師から
説明・指導を行った上で治療の一つとして取り入れている。通院加療だけでは不十分な場合
に、点耳液を漫然と使用しないための方法の一つとして今後も試みていきたい。
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耳介に発生した皮角の一例

駒澤　綾乃 1、森部　一穂 1、村上　信五 2

1一宮市立市民病院、2名古屋市立大学耳鼻いんこう科

【はじめに】皮角とは皮膚表面から隆起した獣の角状腫瘤である。皮角の病理組織像を呈する疾
患として、日光角化症、扁平上皮癌、ウイルス性疣贅、基底細胞癌などが挙げられる。一般に
良性腫瘍に含まれるが、頻度としてはごくまれな疾患である。頸部および顔面に好発し、とき
に耳介に発生することもある。
【症例】63歳、男性。主訴は左耳介腫瘤。９年前から左耳介に腫瘤を認めていたが、特に症状を
認めず放置していた。しかし、数年前から徐々に増大傾向を認め、直径９cm大の羊の角様とな
り、年中帽子を着用しないと外出できない状態になったため、近医を受診し、手術目的に当院
へ紹介となった。腫瘤は骨状の硬度であったため、術前の生検は困難であった。局所麻酔下に
左耳介腫瘤摘出術施行し、術後の病理所見では過角化だが、Verrucous carcinomaなどの可能性
を指摘された。現在も定期的にフォローをしている。
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サーファーズイヤーの一例

藤坂実千郎、將積日出夫
富山大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
我々は日常診療で耳の診察を行っているが、外耳道の腫瘤性病変に遭遇することはそれほど

多くない。その中で外耳道骨腫、サーファーズイヤーが古くから報告されている。サーファー
ズイヤーは冷温刺激が長期間加わることで、外耳道骨壁に骨新生を発生すると考えられてい
る。今回我々は、サーファーズイヤーに対し、内視鏡的に手術を行っ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】

40歳男性。サーフィン歴20年（週3回）。主訴は右耳の水が抜けにくいとのこと。上記にて近
医耳鼻科より当科紹介初診。初診時所見では、両骨部外耳道が腫瘤状に複数箇所、盛り上がっ
ており、鼓膜全体が観察できない状態であった。純音聴力検査は正常であった。両側に腫瘤を
認めたが、今回は症状のある右側のみを手術することとなった。全身麻酔下、内視鏡下
（TEES）に手術を行った。外耳道皮膚をできるだけ温存するため、テラメスで骨腫手前から外
耳道皮膚を切開剥離した。露出した骨面をcurved diamond burおよび鋭匙で削開。最後に外耳
道皮膚を戻し、ガーゼを挿入、手術終了した。特に問題なかったため手術翌日退院した。3ヶ月
外来で経過観察した。術後、聴力低下や耳鳴の症状などなし。主訴および耳内所見の改善があ
り、終診とした。
【考察】
外耳道外骨腫については、1938年にGilseが冷水での水泳をするものに多いことを報告、1951

年Adamsが水泳をするものの中に外耳道外骨腫を見いだしSwimmer’s exotosisと呼んだ。1977
年Seftelがサーファーに外耳道外骨腫が高率に発生することを報告し、サーファーズイヤーとい
う呼称が使われるようになった。1989年UmedaらはSurfer’s Ear in Japanの中で、プロサーファ
ーの80％にサーファーズイヤーが見られ、およそ5年の経過で発症、寒い海岸にいるサーファー
の方がより強い所見であると述べている。1998年Chaplin らも同様の報告をしており、 ウィン
タースポーツに参加する頻度、年数が外耳道狭窄の程度や発生に影響を与えていると述べてい
る。2002年Kroonらも同様に低水温、サーファー歴が発生率の上昇だけでなく、外耳道狭窄の重
症度も増加させると述べている。
我々の症例も富山県であり、例えば2月の水温は11度で、太平洋側の17度に比べ明らかに低温

である。冬場でも週3回のサーフィンをかかさない症例であった。長期間の冷温（冷水）刺激が
骨部外耳道に皮下組織の慢性炎症および繊維組織の増殖と骨新生を促すと飯野（1983年）らは
考察している。
治療については最終的には手術となる。耳後部切開を選択することが多いが、中には耳内法

を選択する場合も報告されている。
今回我々はTEES（内視鏡下手術）を選択した。文献を渉猟しうる限りでは初めての報告かも

しれない。耳後部切開は手術視野が広く安全な方法であるが、侵襲がやや大きいため入院期間
をそれなりに要する。我々の症例は本人の強い希望もあったが手術翌日には退院することが可
能であった。術後の疼痛もほとんどなかった。今後、TEESによる手術が増えてくると思われ
る。
本手術は外骨腫をとるだけのシンプルな手術のはずだが、様々な手術合併症の報告がある。

House Ear Clinicの医原性顔面神経麻痺22人患者のうち、14％が外骨腫摘出手術であった。
Fisherらによれば5％に顎関節脱臼、術後性感音性聴力障害、鼓膜穿孔などの合併症があったと
報告している。本症例も削開はdiamond burだけでなく、奥から手前に安全に力が加わる鋭匙を
頻用した。
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鼓膜形成後の聴力経過
─術式による違い─

齋藤　和也、磯野　道夫、小林　孝光、藤田　　岳、土井　勝美
近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
鼓膜形成術は耳小骨連鎖には触らず鼓膜を形成する術式であるが、鼓膜と移植片との位置関

係により、underlay法、overlay法、inlay法に分類される。一般的に、鼓膜の再穿孔率に関して
はそれぞれの再建法により差があると言われているが、聴力に関してはどの術式が最もよいの
か優劣はつけにくかった。我々は症例によって、underlay法と inlay法を主におこなっている
が、近年は、以前よくおこなっていた穿孔縁全周を分層剥離する inlay法を改変した、鼓膜後方
を inlay、ツチ骨より前方をunderlayとしたより鼓膜の形態をできるだけ温存した手法（inlay改
法）もおこなうようにしている。今回は、inlay法と inlay改法の聴力成績を比較し、その優劣を
検討したい。
【対象と方法】
近畿大学耳鼻咽喉科およびその関連施設において、慢性穿孔性中耳炎に対し、2003年1月から

2006年12月にinlay法を行なった4歳から84歳までの31例（男性10例、女性21例）の群（以下inlay
群）と、2008年1月から2015年12月にinlay改法をおこなった16歳から80歳までの34例（男性18
例、女性16例）の群（以下inlay改群）を対象とした。いずれの群も1年以上経過を追えた症例を
対象とした。これらについて、術前聴力、術直後（術後約1ヶ月）、術後1年での平均聴力（3分
法）を比較検討した。
【結果】

inlay群では、術直後の聴力改善（5.7dB）は小さかった。術直後と術後1年の比較では有意な
聴力改善（7.2dB、術前からは13dBの改善）を得た。一方 inlay改群では、術直後の時点で有意
な聴力改善（14.5dB）を得た。術直後ですでに十分な聴力改善が得られたため、術直後の聴力
と術後1年の聴力には有意差はなかった。
【考察】
我々は以前から inlay法をおこなっていたが、その穿孔閉鎖に対する安定感には満足してい

た。しかし一方で、術後の聴力経過には不満を感じていた。接着法は残存鼓膜に対して極めて
低侵襲性であり聴力成績も良いが、穿孔閉鎖率に関して不満があった。そこで、鼓膜後方を
inlay、ツチ骨より前方をunderlayとすることで、鼓膜前方への侵襲を最低限におさえつつ、鼓
膜後方は移植片を挟み込むことで、確実な固定と安定した血流供給を得ようとするために考案
した。今回の検討では、inlay改群において術後早期からの聴力改善が得られることがわかっ
た。inlay群でも、術後1年では有意な聴力改善が得られるため術式として何ら問題はないと考え
るが、やはり鼓膜をできるだけ保存的に扱う手技がより早期の聴力改善を得ることができると
いう結論に至った。聴力の早期改善という観点からは、残存鼓膜により低侵襲性な手技の方が
良い結果をもたらす可能性があると考えられた。
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当科における鼓膜形成術接着法の検討

比嘉　輝之、我那覇　章、近藤　俊輔、與那覇綾乃、鈴木　幹男
琉球大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】接着法は耳後切開による鼓室形成術 I型と比較し、穿孔閉鎖率が低い一方で、入院
期間が短い点や、術後耳内タンポンが不要な利点があり、両側同時手術も可能である。今回、
接着法による慢性穿孔性中耳炎の術後成績につい検討した。
【対象と方法】2011年7月から2016年6月の間に、当科で慢性穿孔性中耳炎に対して鼓膜形成術
（接着法）を行った症例のうち、6ヵ月以上経過観察した86例90耳（男性45人、女性45人、年齢
2〜77歳、平均年齢31.5歳、平均観察期間は14.6ヶ月）を対象とした。術後6か月時点での鼓膜穿
孔閉鎖率、術後聴力改善成績について、術前の鼓膜穿孔の大きさ、石灰化の有無、穿孔部位、
手術時耳漏の有無、再建材料との関係について検討した。鼓膜穿孔の大きさは、1象限以内を小
穿孔、2象限以内を中穿孔、3象限以上を大穿孔とした。著明石灰化とは穿孔縁すべてが石灰化
しているものとした。辺縁性穿孔とは穿孔縁が外耳道に接しているものとした。術後聴力成績
判定は日本耳科学会の基準に則った。
【結果】全体（90耳）における穿孔閉鎖率は65.6%（59/90）、術後聴力成績判定における成功率
は96.6%（86/90）であった。各検討項目と術後穿孔閉鎖率を表1に、術後聴力改善率を表2に示
す。各検討項目において、術後の鼓膜穿孔閉鎖率に統計学的有意差を認めなかったが、両側同
時手術（両側接着法：4例、一側鼓室形成術＋対側接着法：20例）、辺縁性穿孔例、中穿孔例及
び手術時耳漏を認めた症例で閉鎖率が低く、軟骨膜を再建材料に使用した例で閉鎖率が高い傾
向を認めた（表1）。術後に再穿孔が生じた33耳（全例直径数ミリの小穿孔）のうち、24耳に対
して、ベスキチンやアテロコラーゲン、ゼラチンフォームを用いた穿孔閉鎖処置が行われ、う
ち9耳（37.5%）で穿孔が閉鎖した。再穿孔に対する追加処置まで含めた最終穿孔閉鎖率は76.7%
（68/90）であった。術後聴力改善成績においては、各検討項目間の差を認めなかった（表2）。
【考察】諸家の報告と比較し、術後の再穿孔率が高い原因として、手術時の感染残存や辺縁性穿
孔例における接着法の選択など、術前管理や術式選択の問題が一因と考えられた。また、術後
聴力改善においては、不成功例は術前から骨導閾値上昇を認めたものの耳漏停止など鼓膜穿孔
閉鎖を主な目的とした症例であった。

Otol Jpn 27 (4) :602 , 2017

P-70



口蓋裂児における鼓膜穿孔閉鎖術の検討

時田江里香 1、浜崎　泰佑 1、仲島　孝昌 1,2、水吉　朋美 1、小林　一女 1

1昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座、2ハートアイランド耳鼻いんこう科

【はじめに】口蓋裂は滲出性中耳炎（OME）、癒着性中耳炎、真珠腫性中耳炎をはじめとした耳
疾患を合併するといわれており、口蓋裂児の耳疾患保有率は44.5％と報告されている。当施設で
は、年間約150名以上の口唇口蓋裂児が、耳鼻咽喉科を受診している。口蓋裂は耳管機能不全な
どを認めることが多く、当科ではOME合併症例に対し、形成外科での1歳前後の口蓋形成手術
時に鼓膜換気チューブを留置している。以前われわれは口蓋裂児において滲出性中耳炎に対す
る鼓膜換気チューブ留置期間、残存穿孔率について検討を行った。しかし、口蓋裂児のチュー
ブ留置後残存穿孔に対する手術の時期等については、未だ一定の見解は得られていない。手術
時期など検討を行ったので報告する。
【対象・方法】対象は2008年4月から2017年3月まで当科を通院し、鼓室形成術（I型）を施行し
た、口蓋裂児（男性7例、女性3例）（初回手術施行時の平均年齢11歳）、計10症例（11耳）であ
る。口蓋裂型は硬軟口蓋裂1例、片唇顎口蓋裂5例、両唇顎口蓋裂4例であった。診療記録を用い
た後方視的観察研究を行い、結果を解析した。
【結果】初回手術施行時の年齢は平均11.0±1.8歳（8歳から13歳）で、穿孔残存の原因は反復性
中耳炎1例（2耳）、鼓膜切開術後1例（1耳）、チューブ留置術後の穿孔8例（8耳）であった。総
症例（10例、20耳）のうち、最終的に1例（1耳）は鼓膜閉鎖を認めなかった。閉鎖を認めた19
耳のうち自然に鼓膜閉鎖を認めたのは8例（8耳）、手術にて閉鎖したのは10例（11耳）であっ
た。鼓膜換気チューブは9例（のべ20耳）両耳に留置した。初回チューブ挿入時の平均は25.8ヵ
月（12ヵ月から74ヵ月）で、これらのチューブ留置期間の平均は、30.7ヵ月であった。鼓膜閉鎖
を認めた対側は、閉鎖まで最大79ヵ月、平均19.7ヵ月（中央値3.0ヵ月）要した。患耳の平均耳
処置（鼓膜切開術、鼓膜換気チューブ留置術）の回数は1.6回（0回から5回）であった。鼓膜穿
孔残存から、鼓室形成術を行うまでの平均期間は、74.6ヵ月、術後の平均観察期間は30.8ヵ月で
あった。半数の症例は、現在も年1回の経過観察を継続している。鼓室形成術を施行してから鼓
膜換気チューブ留置術を必要とした症例は1例で、切迫早産にて出生、既往に心房中隔欠損・動
脈管開存症・鼠径ヘルニアといった耳以外の合併症を認めていた。
【考察】口蓋裂児において鼓膜穿孔を認めた症例について検討した。過去に我々はチューブ留置
期間が49ヵ月以上になると穿孔残存率が上昇し、適切なチューブ留置期間は37－42ヵ月である
と報告した。今回の症例のチューブ留置期間は、以前の報告よりやや短かった。鼓膜閉鎖期間
はチューブ抜去後から最短3ヵ月から6年7ヵ月と多岐にわたっていた。一般的に小児の慢性中耳
炎に対する鼓膜閉鎖術については、耳管機能が改善する10歳前後まで手術を控えたほうがよい
という報告や、社会生活での支障や学校での水泳制限があることから、積極的に手術を行った
方が良いとの報告もある。また8歳までに手術を施行した場合の再穿孔率は15.4％に対し、9歳以
上では6.3％であったという報告もある。口蓋裂児においては、耳管機能は口蓋形成術後6年、平
均7.9歳で成熟してくると言われている。口蓋裂は耳管機能不全からの難治性OMEに罹患しやす
いこと、また今回最長6年の経過で鼓膜閉鎖を認めた症例があったことからも、鼓膜穿孔残存に
対しては、すぐに閉鎖を行わず、耳管機能が改善してくる年齢まで手術を待ってよいと考えて
いる。当院では平均11歳で鼓室形成術が行われ、術後に再チューブ留置が必要となった症例は1
例であった。また、長期の鼓膜穿孔で耳漏を繰り返した症例も認められていない。鼓膜閉鎖を
行ってから再度チューブ留置が必要な症例は合併症を多数認めていたことから、症例に応じて
閉鎖時期をよく検討する必要があると考える。今後、さらに症例数を増やして検討したい。本
報告には利益相反に該当する事項はない。
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小児反復性中耳炎における鼓膜チューブ抜去時の
穿孔閉鎖処置は有効か？

澤田　正一
さわだ耳鼻咽喉科・眼科

【はじめに】2013年の本学会では、反復性中耳炎に対するパパレラΙ型の有効性を報告した。鼓
膜換気チューブは反復性中耳炎に対して、非常に有効な治療ではあるが、永久穿孔、鼓膜石灰
化、真珠腫などの合併症のリスクがある。中でも永久施行は合併症のリスクとしては頻度が高
く、チューブ留置術の問題点として最大のものである。今回鼓膜チューブの抜去時に、穿孔閉
鎖処置を行うことにより、永久穿孔のリスクを減少させることができるかを検討した。
【対象と方法】2005年から2017年までに当院で加療した反復性中耳炎のうち、パパレラΙ型また
はスター型チューブを挿入した215例（男108例、女107例）397耳を対象とした。年齢は6ヶ月か
ら3歳（平均1歳3ヶ月）、全例外来で局所麻酔下にパパレラΙ型またはスター型チューブを挿
入。チューブの除去は、自然脱落か抜去するかであるが、2009年5月以降は抜去時にcrustがあれ
ば除去し、必要であれば穿孔縁をrefreshしてテルダーミスを当てる穿孔閉鎖処置を行った。
【結果】平均留置期間は292±156日であった。自然脱落が138耳（留置期間312±190日）、抜去し
て無処置が54耳（360±180日）、抜去して処置群が205耳（259±107日）であった。永久穿孔
は、脱落例で6/138耳（4.3%）、抜去して無処置が6/48耳（11.1%）、抜去して処置例が3/202耳
（1.5%）であり、抜去して無処置に永久穿孔例が多かった。ただし留置期間に有意差があり、統
計解析は行えなかった。留置期間ごとに永久穿孔の率をみると、やはり留置期間が長くなるご
とに永久穿孔の率が高くなっていた（図）。一方、抜去して処置群では、留置期間が長くなって
も永久穿孔が多くなることは無かった。
【考察】小児反復性中耳炎に対しては、滲出性中耳炎と違い、留置期間をそれほど長期に設定す
る必要が無いケースも多いため、まずは短期型チューブが選択されるケースが多いかと思われ
る。当院でも反復性中耳炎に対しては、パパレラΙ型やスター型などの短期型を第一選択と
し、耳漏などで抜けやすい症例には高研B型やTチューブなどに変更している。抜去して何も処
置をしない場合は、自然脱落より永久穿孔を生じる確率が高かった。では抜けるまで留置する
という手もあるが、留置期間が長くなると穿孔リスクが高くなってしまう。従って、抜去して
も問題ない時期になれば、抜去して穿孔閉鎖処置を行うのが、穿孔リスクが最も減ると考えら
れる。
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小児鼓膜穿孔手術症例の検討

波多野　都 1、杉本　寿史 1、伊藤　真人 2、吉崎　智一 1

1金沢大学附属病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科、2自治医科大学 とちぎ子ども医療センター

【目的】小児の鼓膜穿孔の原因として急性・慢性中耳炎、医原性、外傷性などがあげられるが、
穿孔閉鎖や聴力改善といった手術の成功には、術式や年齢、穿孔の原因、耳管機能、病的鼓膜
変化の有無などの要因が考えられる。これらの要因と鼓膜穿孔閉鎖との関連につき検討する。
【対象と方法】当科で2003年から2016年の13年間に鼓室形成術または鼓膜形成術を施行された小
児鼓膜穿孔83症例100耳を対象とした。術式による特徴と鼓膜穿孔閉鎖率および聴力、年齢と穿
孔閉鎖率、そして両耳手術の特徴についての検討をおこなった。
【結果】83症例100耳のうち両側罹患は13症例あり、再穿孔再手術4耳とともに検討に含めた。男
女比は男児44症例、女児39症例であり、平均年齢は11.1歳であった。鼓室形成術例が59耳、鼓膜
形成術例は41耳であった。鼓室形成術群と鼓膜形成術群に年齢と経過観察期間に差をみとめな
かった。鼓室形成術群では鼓膜形成術群よりも穿孔は大きく、穿孔原因としては慢性中耳炎が
多かった。病的鼓膜変化として、鼓室形成術群で鼓膜のひ薄化が多くみとめられたが、鼓膜硬
化症は両群に差をみとめなかった。鼓膜形成術群では鼓膜チューブ挿入歴が多く、穿孔原因も
同様にチューブ挿入後の残存穿孔が多かった。耳管機能については両群に差をみとめなかっ
た。聴力は術前/術後気導が鼓室形成群で29.1/19.6dBであり、鼓膜形成術群では19.8/14dBで術
前後とも鼓室形成術群が高かった。穿孔閉鎖率は鼓室形成術群で94.9%、鼓膜形成術群で85.4%
であり、鼓室形成術群で良好であった。手術時の年齢が高くなると穿孔閉鎖率も高く、10歳以
下での穿孔閉鎖率は82.6%、11歳以上では96.1%と10-11歳前後でも閉鎖率に差をみとめた。両耳
手術例の穿孔原因はチューブ挿入後の残存穿孔が多く、術後再穿孔耳も多い傾向をみとめた。
両耳手術は同時手術が20耳、別時期手術が10耳であった。両耳手術群では片耳手術群よりも再
穿孔率が高く、再穿孔をきたす耳は同時両耳手術の鼓膜形成術で多くみとめた。
【考察・結論】鼓室形成術を施行された症例は、鼓膜穿孔は大きく鼓膜病的変化をみとめ､聴力
は術前後とも閾値は高いが、鼓膜穿孔閉鎖率は鼓膜形成術よりも良好であった。鼓膜形成術、
低年齢での手術、両耳手術は再穿孔の危険因子となりうると考えられた。他の再穿孔の要因と
して、耳管機能のみならず中耳換気能の未熟さや中耳炎症が関与している可能性もある。
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MRSA・MRCNS感染耳に対する当科での周術期対策の検討

大島　一男 1、上塚　　学 1、田中　秀憲 2、横井　　慶 1、鶴田　幸之 3、上野　裕也 1、
佐々　暢亜 1、梅田　直暉 1、富山要一郎 1、西池　季隆 1

1大阪労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
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箕面市立病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
感染を伴う事が少なくない中耳炎手術において、術前細菌検査を行い周術期の抗生剤を適切に選択するこ

とは、術後の治療過程における重要な因子のひとつである。
当科では従来、術前耳漏を認めた症例に対しては術前の耳漏細菌検査を施行していたものの、耳漏を認め

ない症例では必ずしも検菌を施行していなかった。しかし、過去の報告にも見られるとおり、耳漏を認めな
い症例でも術後にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染症などで術後処置に難渋し、鼓膜再穿孔
といった転帰を辿ることも時に見られた。そこで我々は、術前耳漏を認める症例はもとより耳漏のない症例
に対しても、術前および術後の細菌検査を全例施行し、感染状況に応じた対策を講じることとした。また、
MRSAに加えてメチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（MRCNS）にも留意し、MRSAに準じた感染
対策を行った。
これらの結果を踏まえ、術前・後の耳漏の有無と検出菌、耳内乾燥までの期間、再穿孔などの術後合併症

等について検討し、適切な治療が行われていたかを考察した。
【対象と方法】
大阪労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科にて2016年8月から2017年5月にかけて耳科手術を施行した131症例
を対象とした。内訳は、慢性中耳炎41例、真珠腫性中耳炎64例、外耳道真珠腫などその他の症例は26例であ
った。
術前細菌検査：術前耳漏を認める症例では耳漏より、耳漏を認めない症例では鼓膜ないしは鼓膜付近の外
耳道皮膚を軽く擦過して細菌検査を行った。
術後細菌検査：術後7日目前後に抜去する耳内パッキング材（メロセル）を提出し細菌検査を施行した。
MRSA、MRCNSが術前検菌より検出された症例については、塩酸バンコマイシン（VCM）または腎機

能低下症例の場合はダプトマイシン（キュビシン）を点滴静注にて術前2日前から術後7日目まで投与し、初
回パッキング材抜去後はVCM液（25 mg/mL）含浸ガーゼや点耳による耳処置を施行した。
【結果】
上記131症例中、術前にMRSAが陽性であったものは5例（3.8％）、MRCNS陽性は14例（10.7％）であっ

た。術後の検菌では、MRSA陽性が3例（2.3％）、MRCNS陽性は29例（22.1％）であった。（詳細な菌種の内
訳等については当学会別演題で発表）
術前にMRSA陽性であった5例のうち、2例が術後検菌の際に陰性化しており、残り3例では術後にも

MRSAを認めた。5例とも術前は耳漏を認めたが、術後陰性化した2例では術後耳漏は認めず、耳内乾燥ま
でに平均14日を要し、術後も陽性であった3例では1例のみ術後耳漏を認め、耳内乾燥までに平均24.3日要し
た。全5例で鼓膜穿孔などの術後合併症は生じなかった。術後新規発症のMRSA感染は見られなかった。

MRCNSに関しては、術前陽性であった14症例のうち7例（50%）が術後に陰性化した。14症例のうち、8
例は術前耳漏あり、6例で術前耳漏なしであった。術後陽性症例が29例と術前より増加を認めているが、術
前に陽性かつ術後も陽性であった症例が6例（20%）、術前には陰性であったが術後に陽性となった症例が23
例（80％）と、術後新規陽性が多く認められた。術後陽性の29症例のうち、6例で術後耳漏を認め耳内乾燥
までに平均35.7日を要し、術後耳漏を認めなかった23例では耳内乾燥まで平均10.0日であった。MRCNS感
染を認めた全症例で鼓膜穿孔などの術後合併症を生じなかった。

VCM使用によると思われる感音難聴の発症は認めなかった。
【考察】

MRSA陽性症例では、80％の症例で術後に耳漏が陰性化しており、重篤な術後合併症に至ることもな
く、抗MRSA薬の全身投与および局所使用が奏功したと思われた。

MRCNSに関しては、術後に陽性症例数が増加しているが、大半は術後に新規陽性となっており、潜在し
ていた菌が抗生剤投与による菌交代で顕在化したものと推察された。周術期の抗生剤投与法などについて今
後の検討課題と考える。全例検菌を施行したことにより耳漏がない症例でもMRCNSが検出可能となり、周
術期での感染対策を前向きに講じられた事が術後処置期間の短縮化に貢献していると思われた。
また、2016年8月以前の術前検菌を全例に施行していない期間の症例についても比較検討する。
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当科での耳科手術における術前・術後の耳内検出菌の検討

上塚　　学 1、大島　一男 1、田中　秀憲 2、横井　　慶 1、鶴田　幸之 3、上野　裕也 1、
佐々　暢亜 1、梅田　直暉 1、富山要一郎 1、西池　季隆 1

1大阪労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
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箕面市立病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
耳科手術、特に中耳炎手術において術前細菌検査をおこない、周術期の抗生剤を適切に選択

することは、術後の治療過程における重要な因子のひとつである。今回我々は術前耳漏を認め
る症例はもとより耳漏のない症例に対しても術前および術後の細菌検査を全例施行し、耳内検
出菌の検討をおこなった。この結果を踏まえ、術前・後の耳漏の有無、耳内乾燥までの期間、
再穿孔などの術後合併症について関連を調べ、適切な治療がおこなわれていたかを考察する。
【対象と方法】
大阪労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科にて2016年8月から2017年5月にかけて耳科手術を施行

した131症例を対象とした。内訳は、慢性中耳炎41例、真珠腫性中耳炎64例、外耳道真珠腫など
その他の症例は26例であった。
術前細菌検査：術前耳漏を認める症例は耳漏より、耳漏を認めない症例は鼓膜ないしは鼓膜

付近の外耳道皮膚より細菌検査をおこなった。
術後細菌検査：術後7日目前後に抜去する耳内パッキング材（メロセル、Medtronic）を提出

し細菌検査をおこなった。操作については、菌の混入を避けるため清潔操作でおこなった。
また当科での鼓室形成術における周術期の抗生剤投与については、抗生剤点滴（セファゾリ

ンナトリウム 1g）を手術当日の術中と帰室後6時間後に、抗生剤内服（セフジトレンピボキシ
ル 100mg×3回/日）を手術翌日より3日間投与としている。MRSA、メチシリン耐性コアグラー
ゼ陰性ブドウ球菌（MRCNS）が術前検菌より検出された症例については、塩酸バンコマイシン
またはダプトマイシンの点滴を術前2日前から術後7日目まで投与し、初回パッキング材抜去後
はバンコマイシン含浸ガーゼや点耳による処置を施行した。
【結果】
術前耳漏を認めた症例は42例（32％）、術後耳漏を認めた症例は16例（12％）であった。
術前に菌を検出した症例は105例（80％）、内訳はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS）38例

（39％）、コリネバクテリウム 19例（20％）、MRCNS 14例（14％）、黄色ブドウ球菌 12例
（12％）、MRSA 5例（5％）、カンジダ3例（3％）であった。術後に菌を検出した症例は93例
（71％）、内訳はMRCNS 29例（27％）、CNS 25例（24％）、コリネバクテリウム18例（17％）、カ
ンジダ10例（10％）、黄色ブドウ球菌6例（6％）、MRSA 3例（3％）であった。
術後耳漏を認めた16例について、耳漏停止までの平均期間は29日であったが、再穿孔などの

術後合併症は認めなかった。
【考察】
術後耳漏を認めた症例は16例（12％）あったが、再穿孔などの合併症を来した症例はなく、

術前細菌検査に基づいた計画的な治療が奏効したと考えた。また耳漏の制御も術後検出菌結果
を踏まえ早期に対応できた。
術前検出菌の内訳はCNS、コリネバクテリウムが多く、過去の報告と一致した。術後検出菌

では術前検出菌と比較してMRCNS、カンジダの増加がみられ、これは周術期の抗生剤投与の方
法など今後の検討課題と考えた。

MRSA、MRCNS感染症についての当科の周術期対策については、当学会別演題にて報告す
る。
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MRSA感染を伴う慢性穿孔性中耳炎の手術に関する検討

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

【目的】
慢性穿孔性中耳炎の術式と術後成績について、MRSA群とMSSA群で検討を行った。

【対象と方法】
2006年1月〜2016年12月に当科で手術を行ったMRSA感染を伴う慢性穿孔性中耳炎患者39人42
耳（男性19人、女性20人、5〜79歳）と2014年に当科で手術を行ったMSSA感染を伴う慢性穿孔
性中耳炎57人57耳（男性13人、女性44人、11〜76歳）を比較検討した。乳突削開群、非削開群
で術後1年後の鼓膜穿孔閉鎖率と聴力改善成功率、3か月以内に乾燥する割合に関して検討した
（Fisherの正確確率検定）。聴力成績は2010年耳科学会判定基準を用いた。
【結果】
乳突削開例はMRSA群では90%（38/42）、MSSA群では10%（6/57）であり、MRSA群で有意

に乳突削開例が多かった（p＜0.0001）。また術中非乾燥耳はMRSA群では71％（30/42）、MSSA
群では40％（23/57）であり、MRSA群で術中非乾燥耳が有意に多かった（p=0.0025）。鼓膜穿
孔閉鎖率は42耳のMRSA耳において、乳突削開群では82％（31/38）であり、乳突非削開群では
100%（4/4）であった（p＞0.9999）。30耳が術中非乾燥耳で乳突削開群では穿孔閉鎖率は82％
（24/29）であり、乳突非削開群では100%（1/1）であった（p＞0.9999）。57耳のMSSA耳におい
て、鼓膜穿孔閉鎖率は乳突削開群では100％（6/6）であり、乳突非削開群では86%（44/51）で
あった（p＞0.9999）。23耳が術中非乾燥耳で乳突削開群では鼓膜穿孔閉鎖率は100％（5/5）であ
り、乳突非削開群では72%（13/18）であった（p＞0.5453）。MRSA耳とMSSA耳の鼓膜穿孔閉
鎖率はそれぞれ83％（35/42）と88％（50/57）であった（p=0.5705）。聴力改善成功率はMRSA
耳の乳突削開群では 66％（ 25/38）であり、乳突非削開群では 75%（ 3/4）であった
（p=0.7101）。30耳が術中非乾燥耳で乳突削開群では聴力改善成功率は59％（17/2）であり、乳
突非削開群では100%（1/1）であった（p=0.4063）。MSSA耳の乳突削開群では67％（4/）であ
り、乳突非削開群では88%（45/51）であった（p=0.4075）。23耳が術中非乾燥耳で乳突削開群で
は聴力成功率は60％（3/5）であり、乳突非削開群では83%（15/18）であった（p=0.2631）。
MRSA耳とMSSA耳の聴力改善成功率はそれぞれ67％（28/42）と86％（49/57）であり、MRSA
耳の聴力改善成功率はMSSA耳に比し有意に低かった（p=0.0413）。術後3月以内に乾燥する割合
は、MRSA耳の乳突削開群では84％（32/38）であり、乳突非削開群では100%（4/4）であった
（p＞0.9999）。術中非乾燥耳の乳突削開群では79％（23/29）であり、乳突非削開群では100%
（1/1）であった（p＞0.9999）。MSSA耳の乳突削開群では83％（5/6）であり、乳突非削開群で
は92%（47/51）であった（p=0.4391）。MSSA耳の術中非乾燥耳の乳突削開群は80％（4/5）で
あり、乳突非削開群では83%（15/18）であった（p＞0.9999）。MRSA耳とMSSA耳の3か月以内
に乾燥する割合はそれぞれ 86％（36/42）と 91％（52/57）であり、有意差はなかった
（p=0.5203）。術後耳後部感染による再手術例はMRSA耳では2耳あり、MSSA耳では認めなかっ
た。
【まとめ】

MRSA群ではMSSA群に比し有意に乳突削開例が多く、術中非乾燥耳が多かった。聴力改善
成功率はMRSA群がMSSA群に比し有意に低かった。術後再手術はMRSA群のみ2例（4.8%）あ
った。乳突削開の有無や術中の乾燥状態は、聴力改善成功率、鼓膜穿孔閉鎖率および術後3か月
以内に乾燥する割合において有意差はなかった。
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当科における聴力保存中耳根本術症例の検討

荒井　康裕 1、森下　大樹 1、磯野　泰大 1、佐久間直子 2、高橋　優宏 3、折舘　伸彦 1

1横浜市立大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2横浜市立大学附属市民総合医療センター、
3国際医療福祉大学　三田病院

【はじめに】当科では、中耳真珠種StageIII症例や再形成再発例、高齢者（71歳以上）や心臓等
に合併症を有する症例に対して、乳突開放型鼓室形成術（Open method tympanoplasty）を選
択している。その内、良聴耳例、気骨導差15dB未満例、鼓膜癒着の症例、再発で耳小骨周囲病
変を認めない症例の場合は、耳小骨再建を行わない聴力保存中耳根本術（Bondy modified radi-
cal mastoidectomy）を施行している。われわれは、聴力保存中耳根本術施行症例について、中
耳真珠種の進展度分類2015改訂案に基づいた真珠種進展度、乳突蜂巣の発育程度および聴力温
存成績について検討した。
【対象と方法】2005年4月〜2016年3月までの間に当科で中耳真珠腫に対して聴力保存型中耳根本
術を行った41例41耳の内、術前および術後１年後の聴力評価が可能な32例32耳を対象とし、真
珠腫進展度、乳突蜂巣の発育程度、術前・術後の聴力変化についてretrospectiveに検討した。
【結果】性別は、男性は22例、女性は10例で、年齢分布は18〜74歳、平均56歳であった。症例の
内訳は、弛緩部型真珠腫25例、緊張部型真珠腫3例、先天性真珠腫3例、医原性真珠腫1例であっ
た。真珠腫再発例は18例で、再形成性再発が13例、遺残が4例、再形成および遺残が1例であっ
た。乳突開放型鼓室形成術を選択した理由（重複含む）は、stageIII症例が14例、再形成再発例
が13例、合併症によるものが5例、高齢者が7例であった。耳小骨再建を行わなかった理由（重
複含む）は、良聴耳が4例、気骨導差15dB未満が5例、癒着や硬化病変等によるものが12例、再
発で耳小骨周囲病変を認めない症例が19例であった。真珠腫進展度は、StagIIが18例、StageIII
が14例であった。乳突蜂巣の発育程度は、MC0、MC１ともに14例でMC2は4例であった。聴力
成績は、術前の平均骨導聴力は、3分法26.2dB、6分法24.9dBであり、術後は3分法30.7dB、6分
法28.6dBで有意差を認めなかった。術前の平均気導聴力は、3分法57.4dB、6分法54.9dBであり、
術後は3分法56.5dB、6分法51.9dBで有意差を認めなかった。症例別では、気導聴力3分法で、29
例（91%）では聴力は不変もしくは改善を認めたが、3例（9％）で10dB以上の聴力の悪化を認
めた。骨導聴力では、26例中5例（19%）で10dB以上の聴力の悪化を認めた。症例毎の周波数別
のpaired t検定では、術前後の気導聴力については全周波数で有意差を認めなかったが、骨導聴
力では、1000Hzと2000Hzで有意差を認めた。
【考察】聴力保存中耳根本術の成績については、Sanna Mらも222例230耳について報告してお
り、87％において聴力は不変または改善し、11％において10dB以上悪化したと報告している。
本報告でも、気導聴力においては29例91%で聴力が温存されており同等な成績であった。しか
し、骨導聴力では5例19%で聴力の悪化をみとめ、さらに症例別の検討では、骨導聴力1000Hzと
2000Hzで有意差を認めた。症例別に聴力温存の要因等について考察を行う。
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胸鎖乳突筋弁を用いて乳突充填を行った２例

硲田　猛真、宝上　竜也、中原　　啓、榎本　雅夫
りんくう総合医療センター　耳鼻咽喉科

胸鎖乳突筋弁を用いて乳突充填を行った症例を2例経験したので、報告する。
症例１は67歳男性。既往に12年前の左側小脳橋角部腫瘍の手術歴がある。以前の術創部に生

じたepidermoidの摘出を脳神経外科で受けた。その後、左耳漏が止まらない、と術後6日目に受
診された。左外耳道入口部後壁が欠損しており、耳漏が生じていた。CTでは骨性外耳道が欠損
していた。2週間後にも外耳道欠損、耳漏が持続するため、手術加療を行うこととした。外耳道
後壁が欠損し、硬膜まで交通しており、乳突充填が必要と考えたが、以前の脳神経外科手術の
ため、側頭筋が切除されており、使用できない状態であった。このため、胸鎖乳突筋を用い
た。耳後部から頸部に連続した切開を置き、胸鎖乳突筋を下端で切断、上甲状腺動脈からの栄
養血管を同定温存しつつ筋体を翻転し乳突洞に充填した。術後、一旦創感染が生じたが、保存
的加療にて改善し、耳漏は停止した。
症例２は73歳女性。右耳はopen法の術後耳。左の真珠腫性中耳炎に対し、鼓室形成を施行し

たが、再燃のため6年後に再度鼓室形成を行い、軟骨鼓膜形成とした。しかし、聞き取りが徐々
に悪化し、左側に人工内耳埋込術を行った。左人工内耳にて聞き取りは改善したが、右側の人
工内耳も希望された。右耳に人工内耳埋込術を行い、同時に耳介軟骨を用いて外耳道形成を施
行した。しかし、約2ヶ月後軟骨の隙間から電極リード線の露出がみられた。再手術を行い、軟
骨でリード線のカバーを試みたが、再度露出に至った。人工内耳を埋め込んでおり、そのカバ
ーにも使用されている側頭筋を用いるのはリスクが大きいと判断し、胸鎖乳突筋弁を用いた。
外耳道皮膚は入口部近傍で閉鎖し、胸鎖乳突筋にて、乳突洞、外耳道の充填を行った。術後経
過は良好である。
胸鎖乳突筋は後頭動脈、上甲状腺動脈の枝、甲状頸幹枝の３つの栄養動脈の支配を受ける 1）

が、上甲状腺動脈の枝からの血流が良い 2）。筋の直上の皮膚もつけ、筋皮弁にもできるが、皮弁
の血流は不定とされる。胸鎖乳突筋弁あるいは筋皮弁は、到達範囲が狭いものの頭頸部の有茎
弁として利用しやすい位置にあるが、一方で頸部郭清などの際に既に血管茎が切除されていた
り、放射線治療の影響を受けている場合も多く、利用される場面は比較的少ない。今回のよう
な、耳科手術において側頭筋弁の利用が困難な際には、頸部の手術や放射線療法が行われてい
ることは少なく、胸鎖乳突筋を利用できると考えた。
１）森　雅彦：日口外誌 28: 1731-47, 1982.
２）櫻井結華：耳展 45: 192-196, 2002.
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耳症状アンケートによる術後満足度評価の検討

美内　慎也、三代　康雄、桂　　弘和、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】昨年我々は術前評価として耳症状に関するアンケートを用いて、自覚的評価におけ
る満足度と他覚的評価による検討を行った。今回同アンケートを術前後に行い術後満足度評価
の検討を行った。
【対象】2015年2月から2016年5月の間に当科で手術を施行した片側性慢性中耳炎初回手術例を対
象とした。術前と術後半年にアンケートを施行し得た症例は50例（男性16例、女性34例、平均
年齢50.1歳）、術前と術後1年にアンケートを施行し得た症例は37例（男性16例、女性21例、平
均年齢49.5歳）であった。
【方法】アンケートはA項目；活動制限（14点満点）、S項目；症状（33点満点）、M項目；医療機
関への受診（12点満点）の3項目に分かれており、得点が高いほど満足度が高い結果となる。項
目ごとの点数と総合点数（59点満点）の術前後の変化について、術後半年と術後1年において検
討を行なった。術後満足度へ影響を与える因子を検討をするため、真珠腫、耳漏、糖尿病の有
無や手術方法、性別、病悩期間による差、年齢、聴力との関係について術前後の満足度の変化
を検討した。
【結果】術後半年、1年ともにS項目、M項目、総合点数において術前よりも有意に満足度が高い
結果であったが（p＜0.001）、A項目では有意な変化を認めなかった。慢性穿孔性中耳炎では真
珠腫よりも術後半年においてA項目と総合点数で有意に満足度の上昇を認めたが、術後1年では
総合点数でのみ有意差を認めた（p＜0.05）。術前「耳漏あり」では術後1年でのみS項目と総合点
数において「耳漏なし」より有意に満足度の上昇を認めた（p＜0.05）。「乳突非削開」では「乳突
削開」と比較し、術後1年でのみA項目において有意に満足度の上昇を認めた（p＜0.05）。気導
聴力改善（3分法）については、術後半年でA項目と弱い相関を認め（r=0.44）、術後1年ではA
項目（r=0.51）、S項目（r=0.53）、総合点数（r=0.52）と弱い相関を認めた。糖尿病、伝音再建、
内視鏡使用の有無、性別、病悩期間、年齢、術前聴力については検討を行ったが術後満足度の
上昇と有意な関係を認めなかった。
【まとめ】術後半年、1年ともに活動制限の項目以外において術前より有意に満足度の点数が高
い結果であった。真珠腫、術前耳漏の有無、術後気導聴力改善が術後1年の満足度へ影響を与え
る因子である事が示唆された。
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両側鼓室硬化症に対しアブミ骨手術により聴力改善を得た１症例

岡田　弘子、古川　正幸、安齋　　崇、池田　勝久
順天堂医院大学医学部　耳鼻咽喉科学講座

【はじめに】　鼓室硬化症においては一般的に、鼓室内硬化物を除去し耳小骨を可動化し聴力の
改善を図る鼓室形成術が一般的に行われているが、硬化病変がアブミ骨周囲に及ぶ場合は耳小
骨の可動化が得られず、アブミ骨可動化術あるいはアブミ骨手術が施行される場合がある。今
回我々は、アブミ骨固着を来した両側の鼓室硬化症に対し、各耳ともに1期的にテフロンピスト
ンを用いた炭酸ガスレーザーによるアブミ骨手術を行い、良好な術後成績を得ることのできた1
症例について報告する。
【症例】　66歳女性。幼少時より両側の難聴があり、20年以上前には両側の鼓膜穿孔を指摘され
ていたが未治療であった。初診時は、両側鼓膜に穿孔と鼓膜硬化物を認めた。聴力検査では両
側の伝音難聴を認めstiffness curveを呈していた。CTでは両耳共に鼓室内に高吸収および低吸
収陰影を認めたが耳小骨連鎖に異常を認めなかった。まず、右耳に対し手術を行った。耳後部
切開、乳突削除開術を行い、鼓室内の硬化物や肥厚粘膜の除去を行った。アブミ骨周囲にも硬
化物が付着しており、これらを除去するもアブミ骨底板の可動性は不良であった。キヌタ－ア
ブミ関節を離断し、炭酸ガスレーザーを用いてアブミ骨上部構造を切断除去ののち、炭酸ガス
レーザーとスキータードリルを用いてアブミ骨底板を開窓し、PTFEピストンを開窓部に挿入、
キヌタ骨長脚と連結した。鼓膜穿孔部については側頭筋膜を用いunderlayで鼓膜形成を行っ
た。右耳手術の3か月半後に左耳も手術を行い、同様の所見で同様の術式であった。右耳術後10
ヶ月、左耳術後 6ヶ月における聴力検査では、右気導： 61.7dB→38.3dB、右骨導：
21.7dB→15.0dB、左気導：60.0dB→33.3dB、左骨導：26.7dB→15.0dB（すべて3分法）の結果で
あった。
【考察】アブミ骨固着を伴う鼓室硬化症の手術については、アブミ骨可動化術／アブミ骨手術、
stapedectomy／stapedotomy、炭酸ガスレーザー／KTPレーザー、total ossicular replacement
prosthesis／malleus attachment prosthesis／テフロンピストン／自家骨、2期的／1期的、など
様々な再建方法が用いられているが、まだその報告症例数は少ない。本症例においては、鼓室
硬化物の除去と鼓膜形成、テフロンピストンを用いたstapedotomyを炭酸ガスレーザー使用にて
行うことにより、術後の良好な聴力改善を得ることができている。術後経過観察期間は6ヶ月で
あるため長期成績については今後も経過観察が必要であり、また同様の症例の成績を検討する
必要がある。アブミ骨固着を合併した鼓室硬化症に対する聴力改善手術については、1期的にア
ブミ骨手術を行うことが可能であると考えられた。
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高齢者に見られる両側混合難聴を呈する慢性穿孔性中耳炎
〜鼓室形成術及び補聴器の適応について〜

南　　隆二 1、山田　浩之 1,2、大石　直樹 2、松居　祐樹 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】高齢者の慢性穿孔性中耳炎は高度難聴例や感音難聴を伴う症例が多く、しばしば治
療選択に苦慮する。高度難聴例では補聴器適合を得たとしても日常会話可能なレベルまで至ら
ないこともあり、感音難聴や鼓室硬化症があると手術による伝音再建だけでは難聴が残ってし
まうことも多い。今回我々は高度混合難聴を呈する両側慢性穿孔性中耳炎患者の非良聴耳に対
して鼓室形成術を施行し、さらに補聴器を装用し聞こえの可能性を最大限に引き出すことで日
常会話が可能と言える聴力を得た症例を経験した。本症例における治療方針と両側混合難聴を
呈する慢性穿孔性中耳炎の鼓室形成術及び補聴器の適応について考察したため報告する。
【症例提示】69歳女性、幼少期より難聴を指摘され両側慢性穿孔性中耳炎と診断されていたが、
耳漏がある時に近医で治療するのみで放置されていた。4年前から加齢も重なり急激に難聴の進
行を自覚し、集音器を使用していたが会話もままならならず、患者自身も加齢のためと聴力改
善を半ば諦めていた。初診時の鼓膜所見では両側鼓膜大穿孔を認め、標準純音聴力検査では3分
法で右68.3dB、左85.0dB、骨導閾値右41.7dB、左58.3dBと高度混合難聴を認めた。パッチテスト
では右10.0dB、左8.3dBの閾値低下に留まった。側頭骨CTでは両耳とも乳突蜂巣の発育、含気は
良好で、耳小骨周囲の肉芽や鼓室硬化は認めなかった。手術は鼓膜閉鎖のみでは不十分と考え
られたが、耳小骨連鎖再建を行ってもどの程度聴力が改善できるかは不透明であった。一方補
聴器適合を得たとしても日常会話が可能となる程度の語音明瞭度が得られる可能性は低いと考
えられた。両耳で会話可能な聴力を得ることを最終目標とし、そのためにまずは聴力改善と感
染予防目的に非良聴耳である左耳に対し鼓室形成術を施行し、少しでも気骨導差を改善させた
上で補聴器を装用させ、難聴による生活の不便を解消できるのではと考えた。手術は鼓室形成
術 IIIc型を施行し、コルメラにキヌタ骨と軟骨片を使用した。術後7か月で鼓膜の生着は良好で
気導閾値は左55.0dBと術前より30.0dBの聴力改善を認め、良聴耳であった右耳よりも良好な聴
力を得ることができ、2010年の本学会が定めた伝音再建後の術後聴力成績判定基準での成功例
に相当した。しかしそれでも語音明瞭度曲線では両耳とも50dBで0%、60dBで10%と日常会話が
可能な聴力とは言えなかったため、術後良聴耳となった左耳に補聴器を導入した。調整は宇都
宮方式聴覚リハビリテーションで行った。初回から常用を促し3か月間できるだけ頻回に調整を
行い、補聴器装用閾値の測定において適合することができた。補聴器装用時の語音明瞭度は
50dBで30%、60dBで55%となりなんとか日常会話可能な聴力を得ることができた。
【考察】本症例に対し治療目標を達成するには両耳とも手術をした後に両耳に補聴器を装用させ
る方法が最も良い聴力を期待できるが、この場合患者が聴力改善を実感するまでに時間がかか
ってしまう。左耳術後の時点で右耳の手術も考慮したが患者は聴力改善の自覚に乏しく、治療
意欲を向上させるためにも手術で良聴耳となった左耳に補聴器を導入することとした。補聴器
の調整が進むにつれ聴力改善を自覚するようになり、適合を得る頃には非常に満足するように
なり目標に近づけたと思われる。今後右耳に対してどのように治療介入をするか患者と方針を
検討していく。白馬らは慢性穿孔性中耳炎に対して鼓室形成術を施行した191例のうち、術後聴
力成績判定での成功例が148例であったが、術後気導閾値が50dB以上であった症例は75例であっ
たと本学会で報告しており、例え手術成功例であったとしても難聴による生活の不自由が解消
されていない場合には、さらなる介入が必要なのではないかと考える。一方、鼓膜穿孔があっ
たり耳漏を繰り返したりする患者においては、補聴器の故障を招く恐れがあるのみならず中耳
炎自体も増悪させる事もあるため、耳漏予防、聴力底上げ目的でも鼓膜閉鎖をすることは意義
があると考える。
【参考文献】白馬伸洋, 三瀬和代, 暁清文：鼓膜再生治療および鼓室形成術後の補聴器の適応. 日
本聴覚医学会56（2013）429－430.
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中耳唾液腺分離腫の１例

豊田健一郎、吉村佳奈子、森岡　繁文、藤田　朋己
京都市立病院　耳鼻いんこう科

【はじめに】分離腫とはある組織成分が、異所性に本来存在しない部位に発育したものと定義さ
れる。今回われわれは術後病理検査で中耳唾液腺分離腫と判明した１例を経験したので報告す
る。
【症例】10歳、女児。主訴は両側難聴。現病歴、6歳児に左難聴の訴えがあった。8歳児に学校検
診で難聴を指摘され、中耳CTで左中耳炎の疑いと診断されるも無治療で経過していた。10歳時
学校検診で再度左難聴の指摘があり、近医耳鼻咽喉科を受診、両側難聴の精査目的に当科を紹
介となった。既往歴や出生歴に特記すべき事項はなかった。初診時、左鼓膜を通して鼓膜前下
部から後部にかけて表在血管が透見できる黄土色の腫瘤を認めた。その他、右鼓膜を含め耳鼻
咽喉科領域に明らかな異常所見はなかった。純音聴力検査で右は37.5dBの感音難聴、左はscale
outであった。CTでは前庭窓周囲に軟部組織陰影があり、その他には前庭の拡大と外側半規管
の無形成があった。（Jackler分類：LSCC aplasia）MRIではT1強調像でややhigh、T2強調像で
iso intensity、拡散強調像で高信号を示さず、造影効果に乏しい腫瘤陰影を認めた。中耳腫瘍の
疑いとして試験的鼓室開放術を行うことにした。術中所見ではキヌタ骨は長脚が先細りで耳小
骨連鎖は途絶していた。鼓室内に腫瘤は2つ存在した。尾側の腫瘤は周囲との癒着がなく剥離
し、摘出可能であった。頭側の腫瘤は顔面神経と思われる軟組織と連続していたので神経刺激
装置で確認しながら、反応のない部分を生検し手術を終了した。術後病理検査で腫瘤は表面が
正常中耳炎膜で覆われた正常唾液腺構造であったため、中耳唾液腺分離腫と診断された。
【考察】唾液腺分離腫は下垂体後葉での発生が最多であり、リンパ節、甲状腺など頭頸部領域の
様々な部位に発生するとされる。中耳唾液腺分離腫はまれな疾患であり、1961年にTaylarらが
初めて報告して以来、Gomezらは38例（2013年）、Foisらは32例（2014年）を検討し報告してい
る。中耳分離腫の組織型としては唾液腺が最多で、他にグリア細胞などの報告がある。症状は
多くの症例で片側の難聴（伝音難聴・混合難聴）を認める。また顔面神経と耳小骨連鎖に奇形
を認めることが多く、特に顔面神経と腫瘤が強固に癒着している例が多い。第二鰓弓の異常と
の関連が示唆されるが、中耳唾液腺分離腫の成因は不明である。渉猟しえた範囲では本症例の
ように内耳奇形を合併した症例はなく、このことは極めてまれであると考えられた。確定診断
は病理診断により、術前診断は難しい。本症例も術前には診断がつかず術後病理検査により診
断をつけることができた。分離腫は正常組織であり、腫瘍ではないので手術による顔面神経麻
痺の可能性も考慮し根治手術の適応については慎重に考慮する必要がある。診断がつけば今回
のように、生検のみに留めることも可能と考える。本症例では神経刺激装置を用いることで、2
個存在した腫瘤について顔面神経麻痺を起こさずにそれぞれ診断することが可能であった。
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当科で経験した再発を繰り返す中耳
oncocytic Schneiderian papillomaの一例

妻鳥敬一郎、高岩　一貴、坂田　俊文
福岡大学　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】Schneiderian papillomaは外胚葉由来のSchneiderian mucosaから発生する比較的稀
な良性の上皮性新生物である。そのほとんどは鼻中隔、鼻腔側壁、副鼻腔粘膜から発生し、中
耳に発生したSchneiderian papillomaは極めて稀である。Schneiderian papillomaはWHO分類に
おいて、1. exophytic papilloma, 2. oncocytic papilloma, 3. inverted papillomaの３つに分類され
る。inverted papillomaは最も多く、再発しやすい性質を持ち、前癌病変としても知られる。on-
cocytic papillomaは最も稀な型で、50歳以上の成人に多く、男女差はない。癌の併存率は４から
17％と報告されている。今回我々は、再発を繰り返し、８年間で合計４回当科にて手術を行っ
た中耳oncocytic Schneiderian papillomaを経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。
【症例】47歳、女性。中耳炎の既往はなかった。39歳で左耳閉感を主訴に近医耳鼻科を受診し
た。当初滲出性中耳炎の診断で、通気及び内服加療を受けるも症状改善なく、５ヶ月後精査目
的に当科紹介受診となる。耳鏡下で左鼓膜前下象限に鼓膜から透見される腫瘤を認めた。CTで
は鼓室に限局し、骨破壊を伴っていなかった。全身麻酔下に鼓室試験開放し、術中迅速検査で
軽、中等度の異型性と異角化を認め上皮性乳頭腫が示唆されたため、腫瘍を全摘した。病理組
織学的診断にてoncocytic Schneiderian papillomaと診断された。初回手術後、再発を繰り返し、
42歳、45歳、47歳で腫瘍全摘手術を繰り返している。いずれも病理組織学的検査で悪性化の所
見は認めていない。
【考察】本患者は副鼻腔及び上咽頭には乳頭腫病変は認めておらず、中耳発生の乳頭腫であるこ
とが示唆されている。初回手術から一貫して耳管鼓室口周囲の腫瘍進展が確認されており、耳
管粘膜に残存した乳頭腫からの再発であることが最も考えられる。現在全摘を繰り返している
が、根治には至らず再発を繰り返している。今後、腫瘍の癌化に伴い悪性化を疑った場合に拡
大切除を要する可能性があり、注意深い経過観察を要するものと思われる。
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鼓室神経叢より発生した中耳神経鞘腫の一例

木村百合香 1,2、古川　　傑 2,3、小林　一女 2

1東京都保健医療公社　荏原病院　耳鼻咽喉科、2昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座、
3昭和大学　江東豊洲病院　耳鼻咽喉科

（はじめに）中耳に生じる神経鞘腫の起源神経は、顔面神経が最多であり、ついで鼓索神経由来
が多いとされ、鼓室神経叢由来の神経鞘腫の報告は稀である。今回我々は鼓室神経叢由来と考
えられる神経鞘腫の一例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。
【症例】51歳　女性　（主訴）右難聴・耳鳴（現病歴）2-3年前より右耳鳴（ジージー）を自覚し
ていたが、断続的であったため放置していた。201X年３月より右難聴が生じ、耳鳴も増強して
きたため、４月近医受診。右鼓膜に膨隆を認めたことから、同月精査目的に昭和大学病院耳鼻
咽喉科へ紹介受診となった。（初診時所見）耳鏡所見上、右鼓膜は乳白色に膨隆していたが、拍
動はなかった。その他の耳鼻咽喉科領域に異常所見はなかった。純音聴力検査上、４分法平均
にて気導46.3dB、骨導13.8dBの右伝音難聴を認めた。ティンパノグラムは右B型であった。滲出
液性中耳炎あるいは中耳腫瘍を考え、診断目的に同日鼓膜切開を施行した。鼓室内は表面平滑
な柔らかい腫瘤で充満していたため、病理組織検査を施行したが、線維組織あるいは神経線維
組織のみでごくわずかであり、腫瘍性病変の確認は困難との結果であった。（画像所見）側頭骨
CT所見上、右鼓室内から乳突洞にかけての軟部組織陰影があり、造影剤増強効果は明らかでな
かった。耳小骨や迷路骨包、顔面神経管の破壊はなかった。聴器造影MRI検査では右鼓室内に
T1強調像でやや高信号、T2強調像で低信号と高信号からなる約9mmの腫瘤を認めた。造影増強
効果は軽度であった。（経過）再度生検を施行した結果、神経鞘腫の診断を得た。明らかな顔面
神経麻痺はなく、電気味覚検査では味覚閾値の左右差はなかった。鼓室内神経鞘腫（鼓索神経
あるいは鼓室神経叢由来）と診断し、同年６月、全身麻酔下に経外耳道的に右中耳腫瘍摘出術
を施行した。鼓膜は圧排され菲薄化しており、鼓室内は白色表面平滑な腫瘤で充満していた。
術前に神経鞘腫と診断されていたことから、神経刺激装置で腫瘍を刺激したが顔面表情筋の反
応はなく、顔面神経鞘腫を否定した上で、聴力温存を念頭に置きpiece by pieceに腫瘍を摘出し
た。鼓室岬角の粘膜欠損・骨吸収像を認めたが、腫瘍と鼓索神経との連続はなく、鼓索神経は
温存した。術前に鼓膜切開をおいた鼓膜前下象限の一部は腫瘍側につけて摘出した。手術検体
の病理組織学的診断もnerilemmomaであった。術後顔面神経麻痺はなかった。　術６ヶ月後に
行った電気味覚検査では、味覚閾値の上昇や左右差はなかったが、Tc99mシンチでは、右耳下
腺の萎縮と唾液分泌能低下を認めた。また、純音聴力検査は右気導21.3dB、骨導15dBまで改善
していた。　術中所見・術後検査所見により起源神経は鼓室神経叢由来と考えた。術後１年の
時点で再発は認めていない。
【考察】　神経鞘腫の治療は原則として外科的治療が有効であるが、時に摘出による神経脱落症
状が後遺症として問題となる。頸部に発生した神経鞘腫の外科治療は神経脱落症状を防止する
ために被膜下摘出、被膜間摘出が基本であるが、中耳内に腫瘍が存在する場合は、側頭骨内顔
面神経の走行の性質から、腫瘍の全貌を明視化に置くことが困難で、起源神経を合併切除せざ
るを得ない場合が多い。本症例は、術前の画像所見より、顔面神経由来は否定的であり、鼓室
神経叢あるいは鼓索神経由来の腫瘍であることが予測されたことから、聴力回復目的に摘出手
術を行い、術後聴力改善が得られ、自覚されうる神経脱落症状は生じていない。中耳内に存在
する神経鞘腫の治療にあたっては、起源神経の同定により、摘出による生じうる神経脱落症状
をあらかじめ予測し、手術適応なのか、経過観察とするかを判断する必要がある。
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中耳線種の一例

村尾　拓哉、谷口　怜子、清水　猛史
滋賀医科大学　医学部　耳鼻咽喉科

＜はじめに＞中耳腺腫は、中耳に発生する良性腫瘍で、耳腫瘍における発生率が２％未満の非
常に稀な疾患である。細胞形態学および免疫組織学において、神経内分泌系およびムチン分泌
系への分化を示す腫瘍である。今回、HE染色で中耳腺腫が疑われ、摘出病変の病理組織検査で
神経内分泌系および上皮系への分化が証明され、中耳腺腫と確定診断した一例を経験したので
報告する。
＜症例＞45歳男性
＜主訴＞右難聴
＜現病歴＞10年来右耳鳴を自覚していたが、医療機関を受診していなかった。１年前に健診で
右難聴を指摘されてから難聴を自覚する様になり、X年9月に近医を受診した。視診上、右外耳
道深部に充満する腫瘤性病変が疑われ、右伝音難聴が認められた。X年10月に精査加療目的で当
院を紹介受診した。
＜経過＞初診時所見：右外耳道深部から中耳内に鼓膜を内側から圧排して突出する、赤色の腫
瘤性病変が認められた。拍動は認められなかった。純音聴力検査では48dB（4分法）の右伝音難
聴が認められた。CTでは、右中耳から一部外耳道へ膨隆する軟部陰影が認められるが、造影効
果は乏しく、骨破壊所見は認められなかった。MRIでは、T1WI、T2WIでともに低信号で均一
に造影される中耳から外耳道へ突出する充実性腫瘤を認めた。乳突洞には液貯留が認められ
た。腫瘤表面の鼓膜様組織を切開して生検を行ったところ、中耳腺腫が疑われ、X＋１年１月に
手術加療を行った。手術所見：一部乳頭様の赤色の腫瘍が鼓室内に充満し、下鼓室から耳管鼓
室口周囲まで、さらに上鼓室から乳突洞まで進展していた。耳小骨連鎖は保たれていたが、ア
ブミ骨周囲にも腫瘍が充満し、アブミ骨筋腱は消失していた。キヌタ骨とツチ骨頭部は除去し
た。腫瘍は一塊には摘出できず、分割して摘出し、軟骨コルメラで鼓室形成術 III-i型を施行し
た。　　病理組織検査：腺腔様の配列や硝子化血管を取り囲む偽乳頭状の配列を認め、不整形
の充実性胞巣や柵状構造が、線維性間質に不規則に増殖していた。細胞異型に乏しく、細胞分
裂像は少なく、壊死を認めなかった。免疫染色でAE1/AE3（+）、CK7（+）、CK5/6（+）、
Chromogranin（+）、Synaptophisin（+）で、中耳腺腫と診断された。現在、術後５ヶ月が経過
し明らかな再発は認めていない。術後1か月の純音聴力検査では、右31 dB（4分法）と改善傾向
を認めている。
＜考察＞中耳腺腫は中耳粘膜から発生し腺腔構造を有する非常に稀な良性の神経内分泌腫瘍
で、中耳カルチノイド、中耳腺腫様腫瘍、腺カルチノイドなど、さまざまな呼称で呼ばれてい
る。しかし、病理学的には明確な区別がつかないため、WHO分類では同義とされる。Salibaら
は免疫組織学的な観点および遠隔転移の有無により、94例の中耳腺腫をNEAME（neuroen-
docrine adenoma of the middle ear）、MEA（middle ear adenoma）、CTME（carcinoid tumor
of the middle ear）の3つに分類し、神経内分泌腫瘍に特徴的な免疫染色で染まるが遠隔転移を
有しないNEAMEが76%、免疫染色で染まらず遠隔転移もないMEAが20%、免疫染色で染まり
遠隔転移を有するか、カルチノイド症候群を示すCTMEが４％であったと報告している。治療
は外科的な摘出術が基本であるが、耳小骨連鎖を残して摘出した場合には再発や遺残を認める
可能性が高く、稀に遠隔転移の可能性もあるため、長期的な経過観察が必要である。本例はSal-
iba の分類でNEAMEに相当し、今後再発や転移の可能性も考えながら経過観察する必要があ
る。中耳腺腫は症例が少なく明確なエビデンスがほとんどないため、今後は症例の蓄積による
検討が求められている。
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経外耳道的内視鏡下耳科手術が有用であった中耳の鉄粉異物症例

北村　嘉章、阿部　晃治、武田　憲昭
徳島大学　医学部　耳鼻咽喉科

［はじめに］ 経外耳道的内視鏡下耳科手術（Transcanal Endoscopic Ear Surgery: TEES）は
内視鏡や高解像度CCDカメラシステムの開発により、1990年代から発達してきた。TEESは顕微
鏡手術に比べ低侵襲であり、視野が広角で観察部位に接近して観察できるため死角が少ない利
点がある。片手操作となり、出血が多い症例では手術操作が困難となる欠点があるものの、普
及がすすんできている。今回我々は溶接火花により外傷性鼓膜穿孔をきたし、中耳に鉄粉が異
物として残存した症例に対してTEESを行い、異物を摘出した後に鼓膜を閉鎖して聴力が改善し
た症例を経験したので報告する。
［症例］　53歳男性。主訴：右難聴。3年前に溶接作業中に火花が右耳内に入り、右難聴と耳漏
を自覚し近医を受診した。右鼓膜穿孔を指摘され、保存的加療を施行されたが、右鼓膜穿孔と
難聴は残存した。転居にともない経過観察されていたが、一過性意識消失発作にて頭CTを撮影
された際に中耳異物を指摘され当科紹介となった。右鼓膜は前下象限に穿孔を認めた。純音聴
力検査では、右耳31.3dBの混合性難聴を認めた。平衡機能検査では、自発眼振は認めず、顔面
神経麻痺や味覚障害も認めなかった。側頭骨CTでは、下鼓室とツチ骨裏面の2か所に金属片と
考えられる約１mmの円形のhigh density areaを認めた。耳小骨連鎖異常は認めなかった。　右
中耳異物除去と鼓膜穿孔閉鎖を目的としてTEESを施行した。まず鼓膜穿孔から鼓室内に０°の
内視鏡を挿入し、下鼓室の鉄粉を摘出した。次につち骨裏面の鉄粉は周囲に瘢痕組織を伴って
いたため、tympanomeatal flapを挙上し、30°の内視鏡を使用して摘出した。耳小骨連鎖は保
たれ、鼓索神経も温存された。その後、側頭骨筋膜を鼓膜穿孔部位にunderlayで挿入する右鼓
室形成術 I型を施行し手術を終了した。術後経過は良好で、鼓膜穿孔は閉鎖し、術後の右耳聴力
は22.5dBに改善した。
［考察とまとめ］　中耳鉄粉異物は、受傷から経過がたつと異物反応により肉芽や瘢痕組織が増
生し、摘出が困難となると考えられる。外傷性鼓膜穿孔では、病歴から中耳内の異物の存在が
疑われる場合には積極的に側頭骨CTを行い、異物の有無を確認すべきであると考えられた。今
回、右混合性難聴を呈した溶接火花による鼓膜穿孔、中耳の鉄粉異物症例に対し、TEESによる
中耳異物除去、鼓室形成術 I型を施行した。顕微鏡手術に比べ低侵襲に、また鼓室内を広角な視
野で詳細に観察でき、異物の存在部位の確認と摘出に有用であった。TEESは中耳の異物症例に
対し、有用な治療法であると考えられた。
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遷延する術後MRSA感染性耳漏に対して
ムピロシン軟膏が奏功した一例

牧原靖一郎 1、假谷　　伸 2、内藤　智之 1、浦口　健介 1、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・頭頸部外科学

【はじめに】メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（Methicillin resistant Staphylococcus aureus:
MRSA）は以前より感染症の起炎菌としてだけではなく、術後のrisk factorとしても外科的分野
で問題となっている。今回われわれは、鼓室形成術後に抗菌薬投与や局所処置に抵抗性の
MRSA感染性耳漏に対して、ムピロシン軟膏を使用し、良好な結果を得たので文献的考察を加
え報告する。
【症例】29歳、女性。手術既往として、18歳時、19歳時に右真珠腫性中耳炎にて他院での鼓室形
成術があった。職業は看護師で、喫煙者ではあったが、糖尿病、高血圧などの基礎疾患は認め
なかった。当院受診3か月前から右耳漏を認め、2か月前からたまに右耳痛があり、当科紹介受
診した。耳鏡所見：右外耳道に膿汁貯留あり、右外耳道と鼓膜は浮腫状であった。右鼓膜前下
象限に小穿孔あり。耳漏を吸引することでめまい症状を認めた。純音聴力検査：4分法で右耳
62.5dBの混合性難聴、左耳13.8dBであった。画像所見：側頭骨CTでは、前回手術の影響もあ
り、キヌタ骨とアブミ骨は認めず、ツチ骨頭、頸部の一部のみ認めた。中、上鼓室、乳突蜂巣
に軟部陰影の充満を認め、一部中頭蓋底骨が薄い部分を認めた。明らかな外側半規管瘻孔は認
めなかった。前回の手術はcanal wall upで外耳道後壁は残存していた。耳漏培養検査：MRSA
（3+）が検出された。以上より真珠腫性中耳炎再発と考え、鼓室形成術・乳突削開術（canal
wall down and reconstruction法）を施行した。手術5日前からバンコマイシン点滴を開始する
も、蕁麻疹を生じ、手術4日前からテイコプラニン点滴を継続した。手術内容：鼓膜と外耳道の
腫脹著明で、外耳道最深部に耳垢が多量に貯留していたが、中鼓室、上鼓室、乳突蜂巣には明
らかな真珠腫は認めなかった。鼓膜、中鼓室、上鼓室、乳突蜂巣粘膜は著明な腫脹と肉芽を認
め、MRSA感染巣と考え、可及的に除去を行い、鼓膜は全穿孔に近い状態となった。前回の手
術の伝音再建法は4型コルメラであり、残存コルメラとアブミ骨底板の固着が強く、摘出により
底板損傷の危険性があるためそのままとした。側頭筋膜による鼓膜形成術（アンダーレイ法）、
後壁再建を行い、手術終了とした。術後経過：術後もテイコプラニンを継続するも、耳漏減少
を認めず、術後10日目からアルべカシン点滴に変更した。術後24日目に耳漏減少からアルべカ
シン終了し退院となった。術後7か月目に耳漏の再増加を認め、外来にて生理食塩水による洗
浄、ブロー液による耳処置、また耳漏培養で感受性を認めたミノサイクリンの内服処方を開始
した。ミノサイクリンは21日間継続するも耳漏減少効果が乏しく、終了した。3ヶ月半の間、週
一度程度の生食洗浄とブロー液処置を継続するも耳漏が続くため、同処置に追加して外耳道内
にムピロシン軟膏塗布を施行した。1週間後来院時に耳漏減少を確認し、合計4回塗布した時点
で耳漏の停止を認めた。
【考察】MRSAに有効性のある抗菌薬として局所に使用できるものとしてムピロシン軟膏があ
る。1996年より認可され、MRSA鼻腔保菌者の除菌薬として使用されている。MRSA感染耳漏
に対するムピロシン軟膏の効果の報告があり、有用性が期待される。本症例においても数回の
塗布により著明な耳漏の減少を認め、目立った副作用は認めなかった。ただムピロシンの内耳
毒性が十分に検討されていないことや、ムピロシン耐性MRSA増加への懸念から、漫然と使用
することは避ける必要があると考えられる。
【参考文献】
1. 菅原 一真、山下 裕司. MRSA中耳炎. 耳鼻･頭頸外科86: 608－612, 2014.
2. 古川 正幸. 特別な症例に対する鼓室形成術　感染耳. JOHNS29: 237－238, 2013.
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当院で経験した中耳放線菌症２例の検討

中西　　啓 1、水田　邦博 2、遠藤　志織 1、大和谷　崇 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】
放線菌症は、嫌気性はまた微好気性グラム陰性桿菌であるActinomyces israeliiなどのActino-

myces属によって引き起こされる慢性化膿性もしくは肉芽腫形成性のまれな疾患である。Actin-
omyces属は口腔内に常在しており、齲歯などにより繁殖して深部組織に移行し、顔面・頸部や
呼吸器に放線菌症を生じる。放線菌症の約70%は顔面・頸部に生じるとされているが、稀に中耳
への感染例も報告されている。今回われわれは、中耳放線菌症を2例経験したので文献的考察を
含めて報告する。
【症例提示】
症例1は70歳、男性、主訴は左耳漏・難聴であった。既往歴に糖尿病がある。初診6カ月前よ

り左耳漏が出現したため総合病院耳鼻咽喉科を受診、中耳炎と診断され抗菌薬投与で加療され
たが改善しなかったため、精査・加療目的で当院を受診した。初診時、左鼓膜は発赤・腫脹し
ており肉芽形成を認めた。鼓膜は自壊して外耳道には白色の膿が充満していた。純音聴力検査
で、左高度混合性難聴（平均聴力は3分法で85.0dB）を認めた。側頭骨高分解能CT検査で、鼓
室および乳突部は軟部陰影が充満しており、側頭部造影MRI検査で、中耳粘膜および乳突部粘
膜がびまん性に造影された。鼓膜の肉芽および鼓室内粘膜の病理検査で、炎症性肉芽組織との
診断であったため、難治性中耳炎・乳様突起炎と診断し、LVFXの内服、CTRXの点滴投与で加
療したが改善しなかった。初診1カ月後の側頭骨高分解能CT検査で、乳突部の骨破壊を認めた
ため、保存的治療での治癒は困難と判断し緊急手術を施行した。鼓室内および乳突部は炎症性
肉芽組織と白色の膿で充満しており乳突部に黄白色の菌塊を認めた。炎症性肉芽組織の病理検
査で放線菌が同定されたため、中耳放線菌症と診断し、ABPC3g/dayの点滴投与を術後3週間、
2g/dayの内服投与をさらに6カ月継続した。
症例2は46歳、男性、主訴は左耳漏・難聴であった。初診9カ月前より左耳漏が出現したため

近耳鼻咽喉科を受診、中耳炎と診断され鼓膜切開と抗菌薬投与で加療されたが改善しなかった
ため精査・加療目的で当院を紹介受診した。初診時、左鼓膜は発赤・腫脹し一部が高度に膨隆
していた。純音聴力検査で、左中等度混合性難聴（平均聴力は50.0dB）を認めた。側頭骨高分
解能CT検査で、左鼓室内および乳突部は軟部陰影で充満しており、側頭部造影MRI検査で、中
耳粘膜および乳突部粘膜が淡く造影された。鼓膜の病理検査で炎症性肉芽組織との診断であっ
たため、難治性中耳炎・乳様突起炎の診断で、LVFXの内服、CTRXの点滴投与で加療したが、
鼓膜所見が徐々に増悪したため、保存的治療での治癒は困難であると判断し緊急手術を施行し
た。鼓室内および乳突部は炎症性肉芽組織と白色の膿で充満しており、鼓室内に黄色の菌塊を
認めた。菌塊の病理検査で放線菌が同定されたため、中耳放線菌症と診断し、ABPC4g/dayの
点滴投与を術後1週間、AMPC1.5g/dayの内服投与を現在も外来で継続している。
【考察】

Actinomyces属は、嫌気性はまた微好気性グラム陰性桿菌であるため培養が困難であり、現
在までに報告されているほとんどの症例は病理検査で放線菌症と診断されている。われわれが
経験した2症例も耳漏の培養検査では放線菌を同定することができず、病理検査で放線菌症と診
断した。放線菌症治療の第一選択はペニシリン系抗菌薬であるが、病変部位の肉芽形成や線維
化などにより組織移行性が低下していることが多く、大量かつ長期間の投与が必要である。特
に中耳は抗菌薬の組織移行性が低く、放線菌症により肉芽形成や線維化が生じている際には、
乳突部の肉芽除去および排膿ドレナージが有効である。難治性中耳炎の鑑別疾患として、
OMAAV、結核性中耳炎、好酸球性中耳炎、腫瘍性疾患が挙げられるが、これらの疾患が否定
され、一般的な抗菌薬による治療が無効である場合には、本疾患も念頭に置く必要がある。本
疾患は稀とされているが、同一施設で2症例を経験し、他施設からの報告例も散見されることよ
り、日常診療で留意する疾患の一つと思われた。

Otol Jpn 27 (4) :620 , 2017

P-88



自然消退した先天性真珠腫による耳小骨離断症例の特徴

木谷　芳晴、高木　　明、堀　　真也、鳥居　紘子、松原　　彩、関川　奈穂、宮崎　和美
静岡県立総合病院　頭頸部・耳鼻いんこう科

【はじめに】
近年、光学機器、画像診断技術の進歩により先天性真珠腫が早期に発見されることも稀ではなくなっ

た。それに伴い鼓膜所見やCT所見の経時変化から、先天性真珠腫が自然消退したとする報告が散見さ
れる。一方、耳小骨欠損と真珠腫の関係をみると、それらが同じ部位にあれば真珠腫による耳小骨の欠
損とされ、真珠腫と欠損部位が離れていれば耳小骨奇形との合併と定義される。ここで真珠腫の自然消
退があることを考慮すると、耳小骨欠損が単独に存在したとしても、真珠腫が耳小骨を融解し、その後
真珠腫が消退して耳小骨欠損のみ残った症例も存在しうることとなる。耳小骨離断症例の中には、真珠
腫が認められないものの耳小骨周囲に多彩な瘢痕膜様物を伴う耳小骨欠損症例があり、先天性の耳小骨
離断とは明らかに異なる様相を呈するものがある。今回我々は、先天性真珠腫が自然消退あるいは自然
消退過程の途中で、耳小骨離断を生じたと考える症例について検討し、その特徴や機序について考察す
る。
【対象と方法】
耳小骨奇形の診断で手術を行い、術中に多彩な瘢痕膜様物の存在から先天性真珠腫の自然消退あるい

は自然消退過程が疑われた耳小骨離断症例11例12耳を対象とし、患者背景、耳小骨欠損部位、瘢痕膜様
物の範囲、真珠腫進展範囲、病理所見について検討した。
【結果】
症例は7歳〜69歳（平均年齢21.8歳）、男性6耳、女性6耳と通常の先天性真珠腫の年齢層よりも高い結
果であった。主訴は全例が難聴であり、そのうち半数が進行性であった。術前聴力は、中等度難聴が9
耳と最も多く、軽度難聴が2耳、高度難聴が1耳であった。耳小骨欠損部位については、キヌタ骨長脚お
よびアブミ骨両脚が欠損し、アブミ骨頭とアブミ骨筋腱が残存している症例が5耳と最も多く、次にキ
ヌタ骨長脚、アブミ骨上部構造が全欠損している症例が2耳、キヌタ骨長脚とアブミ骨前脚が欠損し、
アブミ骨頭、アブミ骨後脚が残存している症例が2耳、キヌタ骨長脚のみ欠損している症例が2耳、キヌ
タ骨長脚とアブミ骨頸が欠損している症例を1耳に認めた。瘢痕膜様物の多くは、キヌタアブミ関節を
中心に、鼓索神経、鼓室狭部、匙状突起、ツチ骨柄に囲まれた範囲に存在していた。12耳中6耳に耳小
骨欠損から離れた部位に真珠腫の合併を認めた。真珠腫は全てopen型であり、一部に炎症を示唆する肉
芽を伴う症例を認めた。病理所見では、5耳中3耳に異物巨細胞を認め、一部に巨細胞がケラチンを貪食
する像を認めた。
【考察】
今回の検討において耳小骨欠損部位で最も多かったアブミ骨両脚が欠損するもののアブミ骨頭が残存

するといった病態は、アブミ骨原基とキヌタ骨原基の接合不全といった発生学的な見地による説明が困
難な病態であり、耳小骨連鎖が形成されたあとに何らかの原因で耳小骨欠損をきたしたとするほうが考
えやすい。瘢痕膜様物の範囲は、PSQに存在する真珠腫の進展範囲とほぼ同様であり、先天性真珠腫の
自然消退例が存在することを考慮すると、このような発生学的に不自然な耳小骨欠損症例は、当初、先
天性真珠腫により耳小骨の骨破壊・吸収が起こり、その後の真珠腫の自然消退によって瘢痕を残しなが
ら耳小骨欠損が残ったと考えられる。先天性真珠腫の自然消退の機序としては、アポトーシスや耳管の
自浄作用によるとする報告があるが、本検討では、病理所見上、異物巨細胞が存在していたことから、
ファゴサイト－シスが関与している可能性を考えた。先天性真珠腫の自然経過を考えてみると、多くの
先天性真珠腫は徐々に大きくなり、真珠腫として発見され治療される。しかしながら、中にはopen型と
なりファゴサイト－シスにより貪食されて真珠腫が縮小し、耳小骨離断に合併する先天性真珠腫として
治療されるものもある。さらに異物巨細胞の貪食が進行すれば、耳小骨離断のみ残ることになる。真珠
腫の消退過程のどの段階で発見されるかによって、真珠腫による耳小骨離断とされたり、先天奇形によ
る離断の診断になるのではないかと考えられた。
【まとめ】
先天性耳小骨離断症例の中には、先天性真珠腫の自然消退による離断症例が存在することを
認識すべきである。
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先天性中耳真珠腫が自然消失途中と思われる成人の伝音難聴３例

松井　和夫 1、呉　　晃一 2、鳥居　直子 1、新村　大地 1、林　　泰広 1

1聖隷横浜病院　耳鼻咽喉科、2武蔵小杉くれ　耳鼻咽喉科

【はじめに】　先天性中耳真珠腫は自然消退する症例が報告されているが、特に小児の場合で鼓
膜から透見出来ていたのが、自然に縮小していく例が報告されている。しかし真珠腫が鼓膜か
ら透見できない場合では伝音難聴に対する手術前診断は、耳小骨が一部欠損しているCT画像か
ら、耳小骨の奇形あるいは中耳炎の後遺症で、耳小骨離断したことによる伝音難聴と診断され
る。我々は手術により I-S jointあるいはアブミ骨底板のあるべき部位から離れて存在するopen
typeの真珠腫上皮が発見された成人の症例3例を経験したので、報告する。
【方法】症例１は25歳女性で、主訴は右難聴である。子供の時から難聴があり、急性中耳炎を繰
り返し、鼓膜切開を頻回にされた既往があった。初診時の鼓膜所見でPSQに真珠腫様の病変が
あり、CTでアブミ骨上部構造がなく、キヌタ長脚欠損を認めた。平均聴力レベル65dBの伝音難
聴がありPSQ部の真珠腫あるいは中耳炎後遺症を考えて、鼓室形成術を施行。真珠腫はPSQに
透見されたのは肉芽で、アブミ骨上部が消失、キヌタ長脚は途中からなく、キヌタ骨体部を抜
去した時にツチ骨裏面にOpen typeの真珠腫を認め、それを摘出した　軟骨で IVｃとして手術
終了　現在術後4年経過　平均聴力レベル65dB→45dBである。症例2.3は最近の症例で、今年
2017年の5月と6月に経験した。症例1は34歳男性で主訴は右難聴、幼小児期に中耳炎に罹患する
も、真珠腫を指摘されていない。右聴力改善を希望して紹介。右平均聴力レベル71.7dBの伝音
難聴を認めた。CT所見では　キヌタ長脚欠損、アブミ骨上部構造認めず、術前診断は中耳奇
形、中耳炎後遺症を考えて手術。術中所見　ｱﾌﾞﾐ周囲に真珠腫はなく、アブミ骨上部構造な
く、キヌタ骨長脚途中消失、岬角前方に角化物を認めた。耳介軟骨でコルメラを作成 IVｃとし
て手術終了。術後1か月で平均聴力レベル71.7dB→25dBと著明改善中である。症例3は46歳男性
で主訴は右難聴、小学生のときに右難聴自覚、1年近医耳鼻科に通院したが、難聴は改善しなか
ったとのこと、右平均聴力レベルは右61.7dBであった。術前診断は中耳奇形、あるいは中耳炎
後遺症を考えた。術中所見ではアブミ骨後脚はあり、キヌタ骨長脚は欠損し、鼓膜張筋腱の基
部から岬角にすじ状の角化物を認めた。耳介軟骨でコルメラを作成 IVｃとして手術終了。
【結果.結論】3例とも　I-S jointあるいはアブミ骨底板付近には真珠腫はなく、離れた部位に
Open typeの真珠腫の角化物を認めたことより　中耳奇形あるいは中耳炎後遺症ではなく、自
然消失途中の稀な成人の先天性中耳真珠腫を考えた。3例の鼓膜所見.CT画像、術中所見を提示
して、成人の先天性中耳真珠腫が自然消失途中と思われる症例を示す。
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施設入所者の真珠腫性中耳炎３症例

森川　敬之、小松崎安美
三岳荘小松崎病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】当院は精神神経科中心の総合病院であり当院入院中，又は障害者支援施設等他施設
入所中の患者に対する耳鼻咽喉科診察依頼が度々有る．今回我々は精神神経科疾患により施設
入所中の真珠腫性中耳炎3症例の手術を施行したが，その中で
・疾患発見及び診断の遅延
・周術期における抗精神病薬の影響
・術後経過観察通院困難
について発生した問題やその対処法，反省点等を検討し報告する．
【症例1】60歳台，男性．精神遅滞にて他施設入所中．右耳漏にて当科初診，右耳内はポリープ
で充満．他院紹介し真珠腫性中耳炎と診断，保存的治療となり定期的に処置を施行後当科に逆
紹介となる．逆紹介時右鼓膜全癒着，耳管鼓室口及び周囲は鼓膜欠損し粘膜露出．後方は外耳
道後壁上方欠損し乳突洞口から乳突洞まで開放，後端確認不可能であった．前方は耳管上陥凹
内にdebris堆積有．側頭骨CTで真珠腫は乳突洞深部まで進展．外側半規管骨隆起が消失し平坦
化，半規管内骨化を認める．乳突洞後方の清掃困難及び耳管鼓室口粘膜露出による耳漏継続に
対し手術施行．前投薬無．CWDを選択，耳管鼓室口の粘膜を一塊にして切除後耳管鼓室口を軟
骨等で充填し fasciaで閉鎖．術後自浄能力改善し耳管鼓室口の上皮化良好，乾燥耳となる．現在
年2〜3回の清掃で経過良好．
【症例2】50歳台，男性．脳性麻痺にて他施設入所中．発熱，尿グラム染色でのGNR検出より尿
路感染症を疑いセフトリアキソンナトリウム点滴開始したが翌朝右耳出血有．血圧低下も認め
た為他院救急搬送．右真珠腫性中耳炎の診断，フロモキセフナトリウム点滴と耳洗浄を施行し
症状改善．採血もCRP 16.1→1.3に改善し退院したが，3日後発熱再燃し当科初診．右耳は外耳道
高度腫脹の為鼓膜確認不可能，膿汁流出を認めるも血液混在無．左耳は鼓膜全癒着を認めたが
耳漏無．側頭骨CTで右鼓室〜乳突洞の充満性陰影を認めscutum消失，耳小骨消失．外側及び後
半規管の骨化を認める．天蓋の明らかな破壊無．CRP 7.31と炎症所見再燃を認める．入院後セ
フトリアキソンナトリウム点滴を開始したが症状不変．前医耳漏培養がMRSA 3+との報告を受
けた為，バンコマイシン点滴に変更．変更翌日に解熱しCRPも1.2まで改善．しかし変更8日目に
発熱再燃，CRP 2.6と炎症所見再燃した為手術施行．前投薬としてペンタゾシン30mg筋注とジ
アゼパム5mg静注を施行．ドリル使用時に体動出現した為術野外より頭部を保持してCWDを施
行したが，facial ridgeの平坦化断念．乳突洞内の膿汁貯留と肉芽形成及びdebris堆積を認めた．
術後40℃の発熱出現，翌日解熱しなかった為耳内タンポン抜去し耳洗浄開始．術前耳漏培養が
Corynebacterium sp. 3+であった為ピペラシリンナトリウム点滴に変更すると直ぐに解熱．しか
し乳突洞削開部上方や鼓膜上方の肉芽隆起が残存，CRP 4.4と陰性化せず．術中培養でEs-
cherichia coli 3+が検出された為抗生剤をドリペネムに変更すると肉芽は速やかに消失，CRPも
0.7にまで改善．術後再感染は認められないが全身状態不良にて定期的処置が困難．受診時乳突
削開部に厚い痂疲付着を認めるが清掃は可能．
【症例3】70歳台，男性．統合失調症にて他施設入所，リスペリドン等内服中．左耳補聴器使
用，右耳聾．右耳痛で当科初診，右耳内は耳垢充満，除去すると上鼓室が大きく陥凹．全癒着
した鼓膜緊張部上方にポリープ，後方にdebris堆積有り．左鼓膜は弛緩部陥凹，緊張部は耳管鼓
室口に大きく陥凹し癒着．側頭骨CTで右scutum〜外耳道中央付近までの大きな骨欠損を認め乳
突洞内に軟部組織陰影有．鼓室内の含気は耳管鼓室口にのみ認められる．耳小骨は大部分消失
し鐙骨は軟部組織陰影にて確認困難．右真珠腫性中耳炎・左癒着性中耳炎と診断，右自浄作用
消失に付手術適応と判断．施設担当医に確認，統合失調症は安定しており手術可能の判断．リ
スペリドンは手術3日前より休止．前投薬としてペンタゾシン15mg，ジアゼパム5mg筋注の上
手術施行．CWDを選択，鼓室から乳突洞まで肉芽増生顕著であったが真珠腫全摘出．乳突洞か
ら上鼓室を骨パテ等で充填し耳珠軟骨による鼓室形成術を施行．術後自浄作用は改善するも，
聴力改善は認められず．
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Soft-wall Reconstruction変法
─選択が有効であった症例を検討する─

高岩　一貴、妻鳥敬一郎、坂田　俊文
福岡大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】当科では真珠腫性中耳炎の初回手術として基本的にCWUを、再発症例に対しては
再発形式・真珠腫進展度や患者の年齢等を勘案してCWDを選択している。しかしCWD適応と
判断された患者側の問題で術後通院が難しく術後トラブルが懸念される症例があった。解決策
としてCWD+soft-wall reconstruction（以下SWR）を選択した。目的はSWR後に上鼓室から乳
突削開腔が次第にballoon like retractionを起こし、最終的にCWDの形になることにある。一
方、術後に問題となるのがコルメラのずれと限局性に陥凹による真珠腫再発であり、これを予
防する工夫が必要と考えた。我々は今まで報告された軟素材を用いる後壁再建法にコルメラ周
囲の薄切軟骨の置き方に以下の工夫を加えた。1）コルメラは顔面神経水平部より少し高く作成
する2）コルメラ上に鼓膜を広範に裏打ち出来るサイズの薄切軟骨を置く（鼓膜癒着防止）3）
前述の薄切軟骨と顔面神経水平部を架橋する様に2枚目の薄切軟骨を置く（顔面神経窩・鼓室洞
への陥凹防止）4）必要があればanterior rootを閉鎖する様に3枚目の薄切軟骨を置くそして筋膜
をunderlayするが、鼓膜裏打用の軟骨に密着させ、更に鼓膜後上象限が顔面神経の高さになる
様に細工している。以上の工夫を加えたsoft-wall reconstruction変法（仮称）を行い、術後の聴
力改善、balloon like retractionの有無と乳突蜂巣発育の関係を検討した。
【対象】2016年6月以降同一術者によってSWR変法を施行され術後6ヶ月以上経過観察し得た3症
例3耳で検討した。聴力改善評価には「伝音再建後の術後聴力成績判定基準（2010）」を用い
た。
【結果】3症例のうち1例は遺残性再発2例は再発性再発であった。2例はPORP、1例は耳介軟骨を
コルメラとして全例 IIIc伝音再建した。術後聴力は半年目で純音聴力検査で全例成功であった。
【考察】我々の考え方は「CWDになる前段階」としてSWR変法を行っている。その際に「これ
以上陥凹して欲しくない高さ」を設定する事がポイントと考える。薄切軟骨を用いて鼓膜面、
顔面神経、上鼓室が段差なく連続性のある面として形成される様に工夫した。術後聴力も全例
成功判定であり、鼓膜位置を低く作ることや軟骨を重ねて置くことのデメリットは認めていな
い。症例数と術後経過観察が短い為、今後も検討を加えて行く必要があると考える。
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当院における両側真珠腫性中耳炎手術例の検討

伊藤由紀子
ＮＨＯ　三重中央医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】真珠腫性中耳炎はしばしば両側性の場合があり，特に弛緩部型に多いとされてい
る．また一側性真珠腫であっても後に他方に真珠腫が発生して手術を必要とする例がある．今
回両側とも手術加療を行った真珠腫例について調査した．
【対象・方法】1982〜2016年に真珠腫性中耳炎で両側とも当院で手術を行った22例を対象とし
た．男性 14 例，女性 8 例で，初回手術時の年齢は　14〜57歳（平均36.0歳）であった．初診時
に両側性と診断された例は16例（A群），一側手術後に他方に真珠腫が発生した例は6例（B群）
であった．手術方法は 外耳道後壁削除型鼓室形成術，耳介軟骨による後壁再建を基本とした．
調査項目は，両側性真珠腫例の頻度，手術回数，stage分類と副分類，最終術式，術後聴力成
績，鼓索神経保存状態，発症に関係のある要因として，感染，鼻すすり癖の有無を調べた．真
珠腫の進展度は中耳真珠腫進展度分類2015改定案を用い，聴力成績は伝音再建後の術後聴力成
績判定基準2010を用いた．
【結果】同時期に当院で手術を行った中耳真珠腫312例の分類は弛緩部型76.3％，緊張部型9.3％，
2次性6.4％，複合型7.4％，先天性0.6％であった．両側性の22例は左右ともにすべて弛緩部型で
あり，真珠腫手術例全体の7.1％であった.手術回数は延べ62回で，2回：10例，3回：6例，4回：
6例であった．初回手術耳の手術回数は延べ34回，対側耳では延べ28回であった．stage 分類で
は，1b，2 が初回手術耳2，20耳，対側耳 5，17耳であった．最終術式では，１型，3c型，4c型
が初回手術耳4，17，１耳，対側耳7，12，3耳であった．
術後聴力成績判定基準による術後成績（成功率）は，初回手術耳68.2%，対側耳61.9% であっ

た．聴力判定時期は初回手術耳では平均 11.9年，対側耳では平均 9.4年であった，個々の症例に
ついては両側成功 9/21（42.9%），片方成功 10/22（45.5%），両側不成功 3/22（13.6%）であっ
た．また聴力レベル 30ｄB以内の判定基準では両側成功 6/21（28.6%），片方成功 10/22
（45.5%），両側不成功　6/22（27.7%）であり，両側31dB以上の6例中4例は補聴器が必要であっ
た．
鼓索神経は両側保存15例（68.2%），一側切断4例（18.2%），両側切断3例（13.5%）であった．

神経切断は初回手術耳では5/22（22.7%），対側耳では5/22（22.7%）で，頻度に差はなかった．
両側切断の3例においては，長期的な味覚障害の訴えはなかった.
一側の最終手術から対側手術までの期間は，A群では平均0.8年，B群では平均8.6年であっ

た．再形成再発をおこした5耳6件における再形成までの期間は平均7.2年であった．
術前の耳漏細菌検査では初回手術耳では耳漏あり9耳（56.3%），耳漏なし7耳，不明6耳；対側
耳では耳漏あり9耳（45.0%），耳漏なし11耳，不明2耳であった．耳漏ありの菌陽性率は初回手
術耳5/9（56%），対側耳6/9（67%）であった．対側耳A群では耳漏あり5耳（35.7%），耳漏なし
9耳，不明2耳；対側耳B群では耳漏あり4耳（66.7%），耳漏なし2耳であった．耳漏ありの菌陽性
率はA群2/5（40%），B群4/4（100%）；起炎菌陽性率はA群1/5（20%），B群2/4（50%）であり
B群で高率であった．鼻すすり癖は18例中9例にみられた，B群では5例中4例に鼻すすり癖があ
った．
【まとめ・考察】両側真珠腫性中耳炎の頻度について曽根らは12.2%と報告している．過去の報
告でも圧倒的に弛緩部型が多いが，今回はすべて弛緩部型であり真珠腫手術例全体の7.1％であ
った．手術回数を少なくするためには，早期の手術，再形成防止のため充填などの術式を検討
する必要がある．一側手術後対側に真珠腫性中耳炎を発症した症例では，鼻すすり癖のある例
が多く，感染よる真珠腫の進展が示唆された．
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当科における二次性真珠腫の検討

峯川　　明、石田　克紀、喜多村　健、坂井　　真
茅ヶ崎中央病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】日本耳科学会中耳真珠腫進展度分類2015改訂案で、二次性真珠腫は「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柄裏面に角化上皮が進展することにより生じた
真珠腫」と定義されている。今回当科における二次性真珠腫症例につき検討を行った。
【対象と方法】2013年5月から2016年11月の4年7カ月間に当科で初回手術を行った真珠種性中耳
炎新鮮症例のうち、二次性真珠腫と診断した9例10耳（両耳手術症例は1例）を対象とした。鼓
膜穿孔の大きさは、完全穿孔（ほぼ鼓膜残存なし）、大穿孔（3象限以上）、中穿孔（2象限）、小
穿孔（1象限）に分類した。真珠腫の進展度は、中耳真珠腫進展度分類 2015改訂案及び、
EAONO/JOS Joint Consensus Statements on the Definitions, Classification and Staging on Mid-
dle Ear Cholesteatomaに基づき、Stage分類、STAM区分、アブミ骨病変の程度（S分類）を術
中所見から評価し、乳突部の蜂巣発育程度（MC分類）を術前CT所見で評価した。聴力成績
は、術後半年以上経過した症例を対象とし日本耳科学会伝音再建後の術後聴力成績判定基準
（2010）を用いて評価した。
【結果】初回手術時年齢は39歳から79歳で平均66.7歳、男性5名、女性4名であった。平均観察期
間は753日（208日から1443日）であった。鼓膜穿孔の大きさは、完全穿孔4耳（40％）、大穿孔
2耳（20％）、中穿孔1耳（10%）、小穿孔3耳（30%）であった。真珠腫の進展度は、Iaが5耳
（50%）、Ibが1耳（10%）、IIが4耳（40%）、III以上はなしであった。真珠腫が鼓室を超えて、前
鼓室（S1）に 3耳（30%）、鼓室洞（S2）に 2耳（20%）、上鼓室（A）に 3耳（30%）、乳突腔
（M）に1耳（10%）進展していた。乳突部の蜂巣発育程度はMC0が2耳（20%）、MC1が4耳
（40%）、MC2が 2耳（20%）、MC3が 2耳（20%）であった。アブミ骨病変の程度はS0が 8耳
（80%）、S1が2耳（20%）であった。初回手術術式は、乳突非削開鼓室形成術5耳（50%）、乳突
削開・外耳道後壁保存型鼓室形成術が5耳（50%）であった。伝音再建法はI型4耳（40%）、III型
6耳（IIIc4耳、IIIi-M1耳、IIIi-I1耳）（60%）であった。III型のコルメラはキヌタ骨2耳、側頭骨3
耳、耳介軟骨1耳であった。遺残再発が1耳（10%）、再穿孔再手術症例が1耳（10%）、伝音再建
のための再手術症例は1耳（10%）であった。聴力成績は7耳（70%）が成功例であった。
【考察】二次性真珠腫は慢性穿孔性中耳炎がベースにあり、穿孔縁から角化上皮が進展すること
により生じることから、長期経過をたどることが予測されたが、今回の症例も平均66.7歳と比較
的高齢者に多い傾向であった。遺残再発症例は1耳あり、上鼓室に真珠腫が進展するものであっ
たが、乳突洞から中耳腔にかけて肉芽充満を伴い、顔面神経も露出しており、ツチ骨裏面から
耳菅上陥凹にかけて広く進展している炎症所見の強い症例であり、真珠腫が取り切れなかった
ものと思われる。聴力改善不成功例3耳のうち、1耳は外耳道真珠腫合併症例、1耳は術前聴力が
98.3dBと術前より重度感音難聴症例であった。もう1耳は鼓膜大穿孔及び真珠腫進展度の高い症
例であった。当科ではIII型での伝音再建の際に自家骨にてIIIi-M型を行う事が多いが、二次性真
珠腫はツチ骨周囲の炎症が強く、ツチ骨を除去する必要がある場合や、ツチ骨自体が上方へ変
位してアブミ骨と離れている場合も多く、4耳（40%）に IIIcを行っていた。全症例アブミ骨の
破壊は認めず、IV型の伝音再建を行う事はなかったが、進展度I症例の6耳中、2耳はキヌタ骨長
脚が破壊されており、III型での伝音再建となった。
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抗 IL-5抗体mepolizumab投与により著明な改善の見られた
気管支喘息合併好酸球性中耳炎の１例

洲崎　勲夫 1、洲崎　勲夫 1、木村百合香 1,2、田中　明彦 3、平野康次郎 1、浜崎　泰佑 1、
水吉　朋美 1、比野平恭之 1,4、小林　一女 1

1昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座、2公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院、
3昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科、4神尾記念病院

好酸球性中耳炎は主に喘息患者に合併し、好酸球性浸潤が著明なニカワ状の中耳貯留液を有
する特徴をもつ難治性中耳炎の一つである。その病態は、中耳局所において好酸球遊走因子の
発現・産生がされ、活発な好酸球性炎症が生じていると考えられている。有効な治療法は、現
在のところ副腎皮質ステロイドの全身あるいは中耳局所投与とされているが、喘息のコントロ
ールが不良である症例においては、吸入ステロイド増量や抗 IgE抗体omalizumabの投与により
改善が認められたとの報告もある。我々は、好酸球性中耳炎を併発した喘息患者に対して、分
子標的薬である抗IL-5抗体mepolizumabを投与し、好酸球性中耳炎が改善した症例を経験したの
で、報告する。
症例：60歳男性。X-5年頃に長引く咳嗽を契機に喘息を発症した。X-3年頃より両側難聴の進
行、耳鳴の悪化、耳痛の遷延を認め、他院耳鼻咽喉科を受診したところ、好酸球の浸潤が強く
認められるニカワ状の中耳内貯留液を認めたため、好酸球性中耳炎の診断とされた。喘息に対
する吸入ステロイド・ロイコトリエン受容体拮抗薬の投与に加え、経口ステロイド内服や鼓膜
切開等を行うも、効果は一時的であった。喘息のコントロールも不良であったため、X年より当
院呼吸器内科でmepolizumabの皮下注射による加療を開始した。投与前の耳鼻咽喉科学的評価
では、両側鼓膜の肥厚を認め、純音聴力検査は右27.5dB、左26.3dB（4分法平均）で両側伝音難
聴を呈していた。ティンパノグラムは両側B型であった。側頭骨CTでは、鼓室から乳突蜂巣
に、特に左に高度な軟部組織陰影を認めた。末梢血中好酸球数は970/μLと高値であった。
mepolizumabによる加療開始16週後の時点で、難聴や耳閉塞感などの自覚症状および鼓膜所見
の改善を認めた。純音聴力検査では右13.6dB、左16.3dBで気骨導差が消失し、聴力の改善が見
られた。ティンパノグラムは両側A型であった。側頭骨CTでは、両側の鼓室・乳突蜂巣内の軟
部陰影は消失していた。末梢血中好酸球数は100/μL以下であり明らかな低下が見られた。以
後、気管支喘息に対してmepolizumabの加療が続けられているが、現在のところ明らかな有害
事象を認めず、喘息のコントロールも良好である。

IL-5は好酸球の分化・増殖・活性化を促進するTH2サイトカインの1つであり、喘息をはじめ
としたアレルギー性炎症疾患の発症や増悪に強く関わる因子の一つである。吸入ステロイドや
既存の長期管理薬での治療を行ってもコントロール不良な重症難治性喘息患者に対して、2016
年にIL-5を阻害するmepolizumabが本邦で保険適応となった。末梢血中好酸球数が高い喘息や好
酸球浸潤の強い鼻茸を有する慢性副鼻腔炎に対しては、mepolizumabが症状の改善やコントロ
ールに有効であったと報告されているが、我々が渉猟し得た限りではmepolizumabの好酸球性
中耳炎への効果はまだ報告がない。今回我々は、本症例におけるmepolizumabの好酸球性中耳
炎への作用機序と、好酸球性中耳炎の治療への応用について、若干の文献的考察を加え、報告
する。
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好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の耳科学的臨床像
─好酸球性中耳炎との比較

藤川　太郎、川島　慶之、伊藤　　卓、竹田　貴策、倉田奈都子、大岡　知樹、堤　　　剛
東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）は全身型ANCA関連血管炎（AAV）のひとつで、

気管支喘息と好酸球増多症に続いて全身性の血管炎で発症する疾患である。AAVではしばしば
耳症状を伴い、先行研究では耳症状を合併したAAVの60％で耳症状が初発症状であった（川島
ら、2016年）。EGPAでは約半数で感音難聴や滲出性中耳炎がみられ、耳漏から高率に多数の好
酸球が検出される（Secciaら、2016年）一方、好酸球性中耳炎（EOM）は好酸球優位な中耳貯
留液が存在する中耳炎であり、気管支喘息と鼻茸を合併することが特徴である。このように
EGPAの初発病変として生じた耳病変とEOMには類似点が多く、実際にEOMからEGPAへと移
行した症例も複数報告されているが、両疾患の臨床像を比較検討した報告は少ない。両者の臨
床像の違いを明らかにすることで、耳症状が初発であるEGPAの早期発見と介入が可能となる。
【対象と方法】

2006年より現在までに当科を受診し、耳症状を合併したEGPAあるいはEOMと診断された患
者を抽出して、後方視的に検討した。EGPAは内科医により厚生省の診断基準や米国リウマチ学
会の分類基準に基づいて診断された。EOMは耳鼻科医により Iinoらの診断基準（Iinoら、2011
年）に基づいて診断された。
【結果】

EGPAは7例、EOMは13例であった。臨床所見では好酸球増多症（末梢好酸球数＞10％）が
EGPA群で有意に多かった（P＝0.03）。組織所見ではEGPA群の4例で特異的な所見が認められ
た。検査所見ではEGPA群で白血球数が有意に高値を示し（P＝0.004）、ANCA陽性も有意に多
かった（P＝0.04）。耳科学的所見では両群で全例に耳漏中好酸球浸潤を認め、平均聴力や骨導閾
値の上昇に有意差を認めなかったが、EGPA群の3例で鼓膜後上象限を中心に著明な肉芽形成
（A）を認め、EGPA群の4例でCT所見上、鼓室乳突腔の完全な混濁（B）を認め、（A）と（B）
を同時に認める所見（A＋B）はEGPA群のみに観察された（P＝0.06）。EGPAと診断された1例
において、造影MRIのT1強調画像と拡散強調画像で一側の聴神経に高信号を認めたほか、初診
時に中耳炎を認め治療により軽快した対側耳でもDPOAEの反応低下やABRの増高不良の所見を
認めた。
【考察】

EGPAはEOMと比較して、全身の好酸球浸潤と強い炎症の存在が示唆された。またEGPAの
特徴的な耳所見として、鼓膜所見での著明な肉芽性中耳炎とCT所見での鼓室乳突腔の完全な混
濁があり、血管外肉芽腫の耳科学的所見として重要であると考えられた。耳症状を合併した
EGPAの難聴の病態として、中耳・内耳・後迷路に及ぶ血管炎の存在が示唆された。
【文献】
1. 川島 慶之, 野口 佳裕, 伊藤 卓, 水島 豪太, 高橋 正時, 喜多村 健, 堤 剛：耳症状を主訴に受診し
た ANCA 関連血管炎20例の臨床像―全身型による比較検討．日本耳鼻咽喉科学会会報. 119:
110－117, 2016.

2. Seccia V, Fortunato S, Cristofani-Mencacci L, Dallan I, Casani AP, Latorre M, Paggiaro P, Bar-
toli ML, Sellari-Franceschini S, Baldini C. Focus on audiologic impairment in eosinophilic gran-
ulomatosis with polyangiitis. Laryngoscope 126: 2792－2797, 2016.

3. Iino Y, Tomioka-Matsutani S, Matsubara A, Nakagawa T, Nonaka M. Diagnostic criteria of
eosinophilic otitis media, a newly recognized middle ear disease. Auris Nasus Larynx 38: 456－
461, 2011.
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当院で経験したANCA関連血管炎性中耳炎の３症例
─当院における他科との診療体制─

鈴木　宏隆、松延　　毅、大久保由布、青木　秀治、大久保公裕
日本医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）とは、ANCA関連血管炎によって生じる中耳炎を包
括的に捉えた疾患概念であり、抗生剤治療や鼓膜切開、換気チューブ留置などの保存的治療に
奏功せず、顔面神経麻痺や肥厚性硬膜炎など多岐にわたる合併症を引き起こし、全身管理を要
する疾患である。今回我々は耳鼻咽喉科およびリウマチ・膠原病内科の合同チームで診療を開
始した3症例を経験したので、若干の文献的考察を踏まえて報告する。症例1：74歳男性。近医
耳鼻科で中耳炎加療中にめまいが出現し、当科を紹介受診した。Nylen3度の左向き眼振・非注
視下での左向き眼振と、右混合性難聴を認め、急性中耳炎内耳波及の診断で加療を開始した。
鼓膜切開、換気チューブ留置、抗生剤加療を行うも混合性難聴の改善は無かった。初診から1か
月後に右末梢性顔面神経麻痺が出現し、PR3-ANCA陽性であり、OMAAVと診断し、リウマ
チ・膠原病内科とともに治療を開始した。プレドニン内服とシクロフォスファミド点滴加療を
施行し、難聴は軽度の改善を認めている。症例2：73歳女性。両側難聴、味覚障害、炎症反応高
値、腎機能障害、低Alb血症、体重減少、貧血を主訴に当院リウマチ・膠原病内科に紹介受診し
た。MPO-ANCA陽性であり、OMAAVを疑い当科を紹介受診した。両側高度難聴を認め、右は
混合性難聴であった。換気チューブ留置しステロイド点耳を施行するも聴力の改善は認めず、
OMAAVと診断し、プレドニン内服とシクロフォスファミド点滴加療を施行している。症例3：
50歳女性。近医耳鼻科で左難聴と左耳漏に対して抗生剤加療を施行していたが、両側混合性難
聴に進展し鼓膜切開を施行するも改善は認めなかった。難治性の中耳炎の精査目的で当科を紹
介受診した。換気チューブ留置後も聴力の改善は認めず、MPO-ANCA陽性であり、OMAAVと
診断し、リウマチ・膠原病内科に紹介。プレドニン内服とシクロフォスファミド点滴加療を開
始した。経過中に強膜炎と左肥厚性硬膜炎の合併を認めた。現在聴力の改善は認めていない。
当科では引き続き、リウマチ・膠原病内科、腎臓内科と連携しOMAAVの診療にあたり症例を
重ねてゆきたい。
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診断に難渋した結核性中耳炎の一例

吉田　亜由、後藤友佳子
甲南病院　耳鼻咽喉科

難治性中耳炎の鑑別の一つに結核性中耳炎が挙げられるが、従来の診断基準を全て満たすよ
うな典型的な症例は限定的で、結核菌感染を疑い抗酸菌培養検査、核酸増幅法検査、病理検査
などを積極的に施行しなければ確定診断ができず、これらの検査には偽陰性もあり繰り返し検
査を行う必要があると言われている。
今回我々は複数回の各種結核菌検査で陰性の結果が続き、診断に至るまでに1年半以上の期間

を要した結核性中耳炎の一例を経験したので報告する。
症例は45歳女性。生来健康であったが、2014年11月に左耳閉感および難聴が出現、12月に近

医耳鼻咽喉科を受診した。純音聴力検査で左平均聴力レベル（以下PTA）31.7dBの混合性難聴
を認めた。難聴はステロイド内服で回復するも増悪を繰り返し、また耳漏出現や鼓膜が白色膜
状のものでしばしば覆われることもあったため、2015年3月に当科へ紹介初診となった。左鼓膜
は混濁および充血しており、左PTAは20dBと軽度の左右差のみであった。鼓膜切開を施行する
も貯留液はほとんどなく、肉芽を疑いステロイド薬の耳浴を行った上、ATP製剤および循環改
善薬の処方を行った。その後、左鼓膜切開部より耳漏が出現し、菌検査ではStaphylococcus au-
reus（MSSA）が検出されアモキシシリン内服を行うも耳漏は継続した。オロフロキサシン（以
下OFLX）やステロイド薬の点耳を行い、分泌液は少量となるも穿孔は2個に増大し左PTAは
46.7dBに増悪した。初診より2か月目に耳漏の増悪がみられ、通常の菌検査に加えて抗酸菌検査
を提出するも再度MSSAのみの結果で、抗酸菌は塗抹・培養検査ともに陰性であった。耳漏は
OFLXやステロイド薬の点耳で一旦軽快するもしばらくすると再燃を繰り返した。2個あった鼓
膜穿孔は初診より4か月目には癒合して大穿孔に拡大した。初診より6か月目には鼓室粘膜に粘
稠な白苔状物質も付着するようになり、抗酸菌塗抹・培養検査に加えてインターフェロンγ遊
離試験、核酸増幅法検査を行うも全て陰性であった。左顔面のしびれ感の訴えがあるも、顔面
神経麻痺は認めず、側頭骨CTでは発育良好な乳突蜂巣の混濁が著明だったが骨欠損は認めなか
った。片側性でPR3-ANCA、MPO-ANCAも陰性でありANCA関連血管炎性中耳炎も否定的で
あった。生検による病理組織学検査も2回施行したが、いずれも壊死・変性した角化物のみの結
果であった。大穿孔は著変なく、耳漏や白苔の出現時にはOFLXやステロイド薬の点耳により軽
快を繰り返していたが、初診から1年2か月目頃より全体にやや硬い白苔が覆い、鼓室岬部の骨
露出も認められるようになった。左聴力は63.3dBまで閾値の上昇がみられる時もあった。1年6
か月目に提出した6回目の抗酸菌検査で塗抹結果は陰性だったものの、4週目の培養結果で遂に
Mycobacterium tuberculosisが検出され、結核性中耳炎の診断に至った。咳などの呼吸器症状は
なく胸部レントゲン上も肺野の病的陰影は認めなかった。血液検査で肝機能障害はなく、眼科
診でも視神経に異常所見がないことを確認の上、リファンピシン、イソニアジド、ピラジナミ
ド、エタンブトールの4剤併用による標準治療を開始することができた。診断および治療開始ま
でに初期症状出現から1年11か月、前医受診から1年10か月、当科初診から1年7か月を要した。
結核性中耳炎における耳漏の抗酸菌検査は感度の問題から培養陰性でも必ずしも結核感染の

除外にはつながらない。初期段階では特徴的な所見が乏しく診断が遅れるといったdoctor’s
delayという問題があるが、本症例では結核性中耳炎の可能性も初診より早期の段階で疑っては
いたものの、各種検査結果が陰性だったことで確定診断が得られるまでに時間がかかり、結果
的に抗結核菌治療開始も遅れることになった。またニューキノロン系抗菌薬は抗酸菌に対して
も抗菌活性を有し、本剤の点耳薬使用により結核菌がマスクされてしまっていた可能性も考え
られた。
難治性中耳炎ではまず抗酸菌を疑って塗抹・培養検査を行い、結果が陰性でも繰り返し検査

をすること、ニューキノロン系抗菌薬の点耳薬はしばらく中止して再検することが重要であ
り、治療経過も併せて報告する。
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中耳結核の一例

田中　　健 1、石井　賢治 1、三浦康士郎 1、林　　　賢 1、比野平恭之 1、
相原　康孝 2、神尾　友信 1

1神尾記念病院、2クリニカ神田

（はじめに）中耳結核は近年稀になっているが、難治性中耳炎のなかで鑑別が必要な疾患であ
る。しかし実際に症例を経験することは少なく、また特徴的な所見が乏しいため、確定診断ま
で時間がかかってしまうことが多い。治療開始が遅れることにより、合併症の併発や医療機関
内での結核感染拡大をおこす可能性があり、早期発見が望まれる。　慢性中耳炎のため当院に
紹介された患者であったが、特徴的な鼓膜所見により初診時より中耳結核を考え、PCR法にて
早期に診断確定できた症例を報告する。
（症例）症例は40歳男性である。2017年3月より右耳閉感、難聴があり、その後耳漏を認めた
が、近医で異常なしと診断された。別の医院にて治療を受け耳漏は減少するが難聴の改善ない
ため、総合病院へ紹介となった。右慢性中耳炎のため手術を勧められたが、4－5ヶ月待ちとの
ことで、2017年5月手術目的に当科へ紹介受診となった。
（初診時所見）右鼓膜前方に大穿孔を認め、鼓室内から鼓膜穿孔の辺縁にかけ灰白色の分泌物が
付着していた。膿汁排出はなく、分泌物は吸引では剥がれなかった。側頭骨CTでは、乳突洞か
ら鼓室内に軟部陰影がびまん性に存在したが、骨破壊は認めなかった。特徴的な鼓膜所見から
結核性病変を疑ったため、胸部レントゲンを撮影したが明らかな異常は認めなかった。確定診
断のため、結核菌PCR検査と通常の細菌検査を行った。結核の可能性が否定できたら鼓室形成
術を行うよう説明し、一旦帰宅いただいた。その後5日目にPCR検査で結核菌陽性との結果がき
たため、本人に電話連絡し結核病棟を有する施設へ紹介した。
（考察）非常に稀な中耳結核を経験したので報告した。当院を紹介受診されるまで3箇所の医療
機関に受診し、確定診断まで2ヶ月間かかった。当院での初診時、中耳結核に特徴的な鼓膜所見
をしていたため、初診時にPCR法を行い結核菌陽性を確認できた。これは、前医でステロイド
点耳とマクロライド系抗菌薬内服をしていたため結核菌が隠蔽されなかったためだったと考え
られる。もし、結核菌に対し感受性があるニューキノロン系抗菌薬が使用されていれば、炎症
所見が改善し診断が遅れた可能性があった。また今回の症例では、PCR法が診断に非常に有用
であり、侵襲もなく5日間という短期間で診断確定できた。中耳結核は診断、治療が遅れると顔
面神経麻痺や感音性難聴、また院内感染という重大な事故を起こす可能性がある疾患であるた
め、難治性中耳炎の症例を見た場合には早期にPCR法にて結核菌の有無を確認することも念頭
におくべきと考えられる。
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化膿性レンサ球菌により敗血症と重症急性中耳炎を発症した一症例

相馬　裕太 1、木村百合香 1,2、小林　一女 2

1公益財団法人　東京都保健医療公社　荏原病院　耳鼻咽喉科、
2昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

A群β溶連菌（Group A Streptococcus：GAS）は急性中耳炎の起炎菌として少なく、特に成
人では稀である。今回我々はGAS感染により重症急性中耳炎と敗血症を発症した一症例を経験
し、経過・治療等に関して考察を加え報告する。症例は74歳女性。主訴は両側耳出血、発熱、
意識障害である。当科初診4日前、38度台の発熱と咽頭痛が出現したが、経過をみていた。2日
前、耳をいじった後から耳痛、耳漏、難聴が出現し、前日、近医耳鼻咽喉科を受診した。鼓膜
所見は問題なく、耳をいじったことによる外傷性耳出血の診断で、トラネキサム酸を処方され
帰宅した。当日朝ベッドから起き上がれず難聴による会話困難もあったため、娘が救急要請し
当院へ搬送された。既往歴は高血圧症のみである。アレルギー、喫煙、飲酒は無い。普段は、
娘と孫2人との4人暮しで、ADLも自立していた。約2週間前に孫2人が発熱していた。来院時意
識レベルはJCSI-3、体温40度、脈拍数122回 /分、血圧156/86mmHg、SpO2 88〜92%（室内気）
であった。バイタルサインのみでSIRSの診断を満たし、qSOFAスコア2点であった。両側耳内
より拍動性に多量の膿性耳漏と両側外耳道に血腫を伴う腫脹が認められた。鼻内には多量の膿
性鼻汁、咽喉頭にも膿性貯留液が多量に認められた。明らかな神経学的所見は認められなかっ
た。血液検査上、WBC 13100（neut 93.2%）、CRP 31.58と炎症反応上昇していた。血液ガス分
析上pH 7.537、PaCO2 25.7 Torr、PaO2 53.5 Torr、HCO3 21.3 mEq/L、BE 0.5mEq/Lで、1型
呼吸不全と呼吸性アルカローシスが認められた。側頭骨CT上、両側乳突洞まで陰影が認められ
たが、一部含気も認められた。頭蓋内への炎症波及は明らかではなかった。以上より両側急性
中耳炎、敗血症が疑われ、血液培養、耳漏菌検査を提出し、全身精査目的に当院感染症内科へ
依頼した。髄液検査上、初圧50mmH2O、細胞数21、糖105mg/dL、蛋白50mg/dLであり、細菌
性髄膜炎を示唆する細胞数上昇や糖低下は認められなかった。蛋白上昇も極僅かであった。CT
上、肺血栓塞栓症は認められず、呼吸不全は敗血症によるものが考えられた。加療目的に感染
症内科へ緊急入院し、MEPM 2g×2回/日、ACV 250mg×3回/日、VCMの点滴加療を開始し
た。第2病日血液培養陽性、SOFAスコア2点以上の増加あり、敗血症の定義を満たした。第3病
日の純音聴力検査上、両側共に骨導閾値上昇が疑われ、第4病日からPSL 50mgより3日毎10mg
ずつ漸減内服を開始した。また、第4病日血液培養、耳漏菌検査にてGAS陽性であったため、
MEPMからABPC 1g×4回/日へ抗菌薬をde-escalationし、VCMを中止した。髄液検査上、ヘル
ペスウイルス感染は否定的でありACVも中止した。入院中は抗菌薬投与と鼓室洗浄処置を継続
し、耳漏は減少した。耳内炎症所見も改善傾向であったが、両側共に鼓膜に穿孔が残存した。
第18病日に抗菌薬を終了し、その後も増悪認められなかったため第23病日に退院した。GASは
グラム陽性連鎖球菌で、咽頭や皮膚に常在する。種々の化膿性炎症に関与し、猩紅熱や膿痂疹
の主因菌としても知られている。血液寒天培地上でのコロニー発育形態からスムース型とムコ
イド型に分類でき、ムコイド型はスムース型に比べ病原性が強い場合が多い。GASはヒアルロ
ン酸莢膜がムコイド型コロニー形成に関与し、ヒアルロン酸産生量が多いとムコイド型コロニ
ーを形成する。中耳腔のような嫌気性環境下ではヒアルロン酸で構成された莢膜を厚くするこ
とで、抗オプソニン効果を増強するとされる。それにより病原性が強くなり、重症化しやすく
なると報告されている。GAS感染による急性中耳炎は成人では稀だが重症化するとの報告があ
り、本症例も中耳炎としては重症の経過であった。現在、本症例におけるGASの型別分類に関
して検索中であり、細菌学的な検討を加える予定である。成人の重症急性中耳炎症例の場合、
GASによる急性中耳炎も考慮する必要がある。
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入院加療を要した急性化膿性中耳炎の内耳波及症例

大久保由布、松延　　毅、鈴木　宏隆、青木　秀治、大久保公裕
日本医科大学付属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

急性化膿性中耳炎は耳鼻咽喉科疾患において最も頻度の高い疾患の一つである。時に内耳炎
を合併し骨導閾値上昇を認める症例も遭遇する。今回我々は急性化膿性中耳炎が内耳波及した
と考えられた症例の中で入院加療をおこなった症例を検討し文献的考察を加えて報告する。
【症例１】58歳、男性。主訴：左難聴。左耳痛のため近医受診。CTRX 2g・鼓膜切開およびPSL
30mgより漸減投与開始するも混合難聴の増悪認め当科紹介受診。初診時、左鼓膜は発赤し粘性
耳漏を認めた。眼振は右向き水平回旋混合性に出現し、標準純音聴力検査で左4分法57.5dBの混
合難聴を認めた。CTでは左乳突蜂巣の含気が不良であった。治療はFMOX 2g、PSL 60mg漸減
投与とした。治療後4週目の聴力検査では26.3dBまで改善認め、注視眼振は消失した。
【症例2】45歳、女性。主訴：右難聴。右耳痛・難聴のため前医受診。41.3dBの混合難聴を認め
GRNX 400mg、PSL 30mgより漸減投与開始。その後、難聴の増悪と浮動性めまいを生じたため
当科紹介となる。初診時、右鼓膜は発赤し、浸出性耳漏を認めた。標準純音聴力検査で左4分法
48.8dBの混合難聴を認め、頭位変換にて右向き水平回旋混合性眼振を認めた。側頭骨CTでは右
鼓室〜乳突洞の陰影を認めた。入院の上、FMOX 4g、PSL 60mg漸減投与開始した。治療後2週
目の聴力検査は16.3dBまで回復し、頭位変換眼振も消失した。
【考察】2011年3月から2017年5月に当科で入院治療を行った急性中耳炎の内耳波及症例は男性4
例、女性10例、主訴は耳痛・難聴・めまい等であった。内耳炎に至る機序については未だ確立
されていないものの、細菌やウイルス、炎症産物が内耳窓を経由して蝸牛基底回転の正円窓近
くに内耳炎をおこすとする説がある。治療は抗菌薬とステロイドを基本とし、聴力予後は比較
的良好とされる。今回の我々の検討でも14例中13例で聴力回復が認められており、これまでの
報告と遜色ない結果であった。抗菌薬治療の進歩に伴い、急性中耳炎の重篤化は減少したもの
の、内耳波及例は時折みられる。早期の強力な抗菌薬治療による内耳波及の防止と、内耳波及
した場合の早期介入が必要と考える。
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耳小骨奇形５例の検討

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

【はじめに】先天性耳小骨奇形による中耳伝音障害は、一般に炎症を伴わないために種々の伝音
難聴の中でも外科的治療により聴力改善が大いに期待でき、積極的な手術加療が望まれる疾患
である。
【方法】今回我々は平成27年１月から平成29年６月現在までの２年６カ月に鼓室形成術を施行し
た耳小骨奇形５例５耳について検討を行った。聴力改善が認められた代表的な症例も併せて提
示する。
【結果】男性２例２耳、女性３例３耳、年齢６〜67歳（平均27.8歳）であった。本邦で広く用い
られている舩坂の分類に従い耳小骨奇形を分類すると、monofocal奇形１群５耳であり、２群、
３群の奇形、multifocal奇形は認められなかった。術式は３c４耳、４i１耳であった。術前ティ
ンパノグラムはA型が１例、As型が１例、Ad型が２例、C型が１例であった。術前後の聴力を
比較すると、３分法による術前平均気導聴力は42.5〜95dB（平均59.4dB）、術後平均気導聴力は
32.5〜37.5dB（平均34.7dB）であり、平均24.7dB改善していた。2010年の耳科学会判定基準によ
る全体の術後聴力成績は気骨導差15dB以内となった症例は５例中３例（60％）、気導聴力改善
15dB以上となった症例は５例中３例（60％）、術後気導聴力30dB以内となった症例は５例中０
例（０％）であった。全体では５例中４例（80％）に聴力改善が認められた。
症例は８歳女児、１歳時より難聴あり補聴器を装用していたが、聴力改善の可能性について

相談を希望され当科紹介受診した。当科受診時、左感音難聴（気導42.5dB、A-B gapなし）、右
混合難聴（気導95dB、骨導56.3ｄB）と右耳のA-B gapを認めたため精査したところ、ティンパ
ノグラムにてAd型、CTで i-s joint付近が不鮮明であり耳小骨奇形による難聴が疑われた。手術
にて鼓室内を確認したところ、キヌタ骨長脚の欠損が確認されたためアパセラムPにて３ｃ再建
を施行した。術後右気導聴力は52.5dBまで改善を認めている。
【考察】当科で経験した症例は全て１群のmonofocal奇形でありティンパノグラムはAd型が予想
されたものの、症例のなかにはAs型やC型を示す症例もあり、あくまで参考にとどめるべきで
あると考えられた。耳小骨奇形では適切な治療を行えば、有効な聴力改善が期待できる。確定
診断は術中に得られるため、正確な病態の把握を行い適切な術式を選択し安全な手技で手術を
行うことが重要である。
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外耳・中耳奇形が合併したMalleus bar症例

佐久間直子 1,5、高橋　優宏 3、井上　真規 4、折舘　伸彦 2

1横浜市立大学附属　市民総合医療センター　耳鼻咽喉科、
2横浜市立大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、3国際医療福祉大学　三田病院　耳鼻咽喉科、

4神奈川県立こども医療センター　耳鼻咽喉科、5横浜市立みなと赤十字病院

【はじめに】外耳と中耳は第1・第2鰓弓より発生することから、これらの奇形が合併することは
比較的多く報告されている。Malleus barは船坂の分類に含まれない比較的稀な耳小骨奇形であ
り、ツチ骨と骨性鼓膜輪を繋ぐ骨梁である。この骨梁によりツチ骨の可動性が制限され、伝音
難聴となる。今回Malleus barを含む外耳・中耳奇形が合併し、外科的治療を施行した一例を経
験したので報告する。
【症例】12歳女性
【現病歴】出生時に右小耳症と外耳道閉鎖を認めたため、聴力精査目的で近院耳鼻咽喉科受診。
右高度難聴、左中等度難聴と診断された。その後の精査で両側伝音難聴であることが判明し、
左の聴力改善を希望され、手術目的で紹介受診。
【所見】両側耳介低形成あり。右側は外耳道閉鎖のため鼓膜は確認できなかった。左側の外耳道
狭窄も軽度あり、鼓膜よりツチ骨柄が外側道後壁寄りへ偏位している所見が透見された。
【聴力検査】平均聴力レベルは右83dB、左46dB（3分法）、両側とも伝音難聴であった。
【CT所見】右側は、外耳道閉鎖とツチ骨の欠損、キヌタ骨・アブミ骨の変形を認めた。左側は
ツチ骨と外耳道後壁間を繋ぐ骨梁を認めた。
【経過】左中耳奇形による伝音難聴が疑われ、12歳時に左鼓室形成術 IIIc施行。手術時の所見で
も鼓索神経と伴走している左骨性鼓膜輪とツチ骨柄間の骨梁を認め、Malleus barと診断した。
さらにツチ・キヌタ関節の癒合も認めた。Malleus barを削除し耳小骨の可動性は改善したが、
不十分であったため、キヌタ・アブミ関節も切離した。ツチ・キヌタ関節が切離できなかった
ため、キヌタ骨長脚のみを切断し摘出した後、耳甲介軟骨で作成したコルメラを用いた伝音再
建を行った。手術直後より聴力改善の自覚があり、左平均聴力レベルは23dBであった。
【まとめ】Malleus barは比較的稀な頻度であるがCTで診断可能のため、特に外耳に奇形がある
伝音難聴では、常に念頭におく必要がある。また、他の中耳奇形が合併している可能性も高い
ため、外科的治療の際は全ての耳小骨を注意深く確認した上で伝音再建方法を選択することが
望ましいと考える。
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中耳奇形が示唆されたvan der Hoeve症候群の一例

川口壽比古 1、三橋　亮太 2、三橋　拓之 2、梅野　博仁 2

1聖マリア病院　耳鼻咽喉科、2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】van der Hoeve症候群は青色強膜、難聴、骨形成不全症の3徴候をもち、タイプ1コ
ラーゲンの合成異常で生じる、常染色体有性遺伝疾患である。中胚葉組織の発育障害が原因と
考えられており、耳に関しては前庭窓、蝸牛窓、アブミ骨底あるいは迷路骨包の骨病変によっ
て耳硬化症に類似した症状がみられる。本症例に対して内視鏡下の鼓室形成術を行い、聴力改
善が得られた一症例を経験したため報告する。
【症例】44歳女性。約10年前からの難聴、耳鳴、眩暈を主訴に当科紹介受診した。初診時現症：
身長83.5cm、体重17kgと低身長で青色強膜を呈していた。鼓膜所見ではツチ骨短突起は不明瞭
であった。純音聴力検査では、3分法で右気導73.3dB、左気導63.3dBで、右骨導は30.0dB、左骨
導は38.3dBと両側混合性難聴を認めた。側頭骨単純CT検査では蝸牛骨包の脱灰像とツチ骨柄の
吸収値低下を認めた。van der Hoeve症候群に伴う難聴の診断で右側の経外耳道的内視鏡下耳科
手術（TEES）を施行した。外耳道後壁に弧状の切開を行い、外耳道および鼓膜を挙上したとこ
ろ、ツチ骨頸部は欠損し、ツチ骨柄とツチ骨頭は線維性結合組織で連結しているのみであっ
た。顔面神経水平部は広範囲に骨欠損を認め、アブミ骨底板は固着していた。中耳奇形に伴う
伝音難聴であると診断しアブミ骨手術を行うこととした。前庭開窓に際してアブミ骨底板前方
が脱臼したためpartial stapedectomyを行い、シュクネヒトワイヤーピストンを挿入した。鼓膜
はキヌタ骨長脚上に形成し、鼓室形成2型を行った。この際Tympanomeatal flapが外耳道を覆う
には不十分となったため、耳後部の皮下結合組織で被覆した。術後、3分法で30.0dBの聴力の改
善を認めたが、Graftの脱落により右外耳道の骨露出が生じたことと、本人の聴力改善に対する
満足度が乏しかったため、3か月後に再手術を行った。キヌタ骨周囲は結合組織の増生による可
動制限が出現していたため、4型での伝音再建が必要と判断した。ワイヤーピストンを抜去し、
薄切耳介軟骨による鼓膜再建及び軟骨接合型人工耳小骨による鼓室形成術4-c型を行った。再手
術後、更に5.0dBの聴力を認めた。
【考察】van der Hoeve症候群では、アブミ骨底板の固着や骨脚の壊死・骨折による伝音性難聴
及び感音性難聴を呈すると言われている。伝音性難聴が主体である症例に対してはアブミ骨手
術、感音性難聴を示す症例は人工内耳挿入術が行われている。本症例は伝音難聴が主であった
ため伝音再建を行い良好な結果を得た。van der Hoeve症候群は側頭骨CTで骨迷路の脱灰像や
耳小骨骨折を呈する症例も報告されている。本症例では内耳骨包の脱灰増に加え、ツチ骨の吸
収値低下も呈し、術中所見から中耳奇形が示唆された。本症例では鼓膜の再建を2型で行う際に
Tympanomeatal flapが外耳道を覆うのに不十分であったため皮下結合組織で再建を行ったが、
Graftが脱落し、外耳道骨露出を招いたと考えられる。TEESは低侵襲であるが、Graftの萎縮に
よる外耳道の骨露出が生じる可能性があり、欠損が大きい場合は軟骨などの安定性の高いGraft
での再建を検討する必要があると思われた。

Otol Jpn 27 (4) :636 , 2017

P-104



中耳奇形に合併した内耳瘻孔例

小林　孝光、藤田　　岳、齋藤　和也、磯野　道夫、瀬尾　　徹、土井　勝美
近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科

はじめに：骨迷路の一部が中耳炎の炎症や真珠腫、外傷などによって破壊され、膜迷路が中耳腔に露出
する状態が内耳瘻孔である。我々は先天性アブミ骨固着に内耳瘻孔を合併した１症例を経験したので報
告する。
症例：8歳男児
主訴：右難聴
現病歴：以前より右難聴を自覚していた。特にこれまで頭部を受傷した既往はない。難聴の精査加療目
的に紹介となった。
診察所見：鼓膜正常、耳鼻咽喉に明らかな異常を認めない。明らかな眼振を認めない。
検査所見：ティンパノグラム両側A型、純音聴力検査は図の通りであった。
画像検査：側頭骨CTにおいて中耳、内耳に明らかな形態異常を認めなかった。乳突蜂巣の発育は良好
であった。前庭窓のやや前方に半球状の軟部組織陰影を認めた。
治療方針：耳小骨奇形を疑い鼓室試験開放術を施行した。
術中所見：アブミ骨の固着を認めた。ツチ骨、キヌタ骨に明らかな異常を認めなかった。前庭窓の前方
に透明な貯留液を含む嚢胞の形成を認めた。同部に蝸牛の骨欠損を疑ったことから嚢胞を穿破する前後
で中耳洗浄液を採取し、CTP測定を行った。嚢胞の底部であるアブミ骨前下方に骨欠損像を認めた。同
部を結合織片で被覆し手術を終了した。
術後経過：抜管後より麻痺性眼振を認め、めまい・嘔吐を呈した。外リンパ瘻に準じてステロイド点滴
加療、頭位挙上・安静を保ち経過観察を行った。手術翌日より徐々に眼振の軽減を認め、術後５日目に
退院となった。採取した中耳洗浄液において嚢胞開放後の検体よりCTP陽性の結果が得られ、貯留液は
外リンパであったことが確認された。患児は感音難聴を来すことなく、現在経過良好である。将来的に
アブミ骨手術を施行する予定となった。
考察：本症例の嚢胞形成は内耳瘻孔によって引き起こされたものと考えられ、側頭骨微小裂隙の関与が
疑われた。Satoらが過去に報告した微小裂隙の位置と本症例の瘻孔部位はほぼ同一であった。微小裂隙
は中耳腔の炎症や耳毒性物質が内耳へ波及すること、外リンパの漏出を認めることなどの病的意義があ
ると考えられる。本症例においてはアブミ骨底板の固着による難聴以外の症状を伴わなかったが、自然
経過で外リンパ瘻に伴う難聴、めまいを来しうる状態であったことが予想された。
まとめ：
・先天性アブミ骨固着に内耳瘻孔を合併する1例を経験した。
・瘻孔上の嚢胞より採取した洗浄液からCTPの検出を認めた。
・内耳瘻孔は側頭骨微小裂隙の関与が考えられた。
・将来的にアブミ骨手術の施行を予定している。

Otol Jpn 27 (4) :637 , 2017

P-105



下顎神経切断による耳管開放症モデルラット確立の試み

原田　英誉、平井　良治、大島　猛史
日本大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【背景】
これまで耳管開放症に対する手術療法として、自家脂肪組織やアテロコラーゲンなどの耳管

粘膜下注入術や、耳管ピン挿入術が行われてきた。今後再生医療等の新たな治療法を模索する
にあたり、再現性が高い耳管開放症モデル動物を確立させる必要がある。
耳管開放症の原因として体重減少、妊娠、炎症、低血圧、発汗などが挙げられるが、これら

の要素はモデル動物を作製する際に再現性や確実性に欠ける。我々はヒトにおいて三叉神経障
害後の晩期症状として耳管開放症が発症するという報告に着目した。耳管周囲筋の一つである
口蓋帆張筋は三叉神経第３枝である下顎神経によって支配されており、ラットにおいても同様
であると報告されている。本研究ではラットに対し外切開により下顎神経を切断し、圧測定を
用いて耳管機能を継続的に評価した。
【方法】

8週齢SD系ラット8頭を用いた。右を術側、左を健側とした。前頸部右側を切開し、前頸筋、
内側翼突筋を分け頭蓋底に達し、中耳骨胞よりやや鼻側に存在する卵円孔より分枝した下顎神
経を同定した。術後再生を防ぐため数mmの長さをもって同神経を切断した。術後2、4、8、
12、16、20、24週に左右耳の耳管機能評価を行った。圧測定による耳管機能評価は顕微鏡下に
鼓膜切開を行い、外耳道にシリコンチューブを挿入し、シリンジポンプより持続的に中耳腔に
圧を負荷し圧トランスデューサー（日本光電社製）を用いて耳管圧をモニターした。最大耳管
開大圧、定常状態圧を測定し、経時的変化と健側との差異を比較検討した。また下顎神経切断
による成長障害の有無を体重の推移で評価した。
【結果】
耳管圧測定結果の一例を下図に示す。最大耳管開大圧、定常状態圧ともに術後8週より左右差

が出現し、16週で差が最大となった。24週の時点でも左右差は維持されていた。定常状態圧は4
週目まで一時的に増加を認めた。また体重の推移はほぼ正常ラットの成長曲線に一致してい
た。
【考察】
口蓋帆張筋は耳管開大に関わる筋である。下顎神経切断後しばらくは開大障害が起き、定常

状態圧の上昇を認めたが、その後は同筋の萎縮により耳管閉鎖障害を来したと考えられる。耳
管圧の左右差は持続的に認められたため、膠原線維などによる代償的な組織置換は起こらなか
った可能性が高い。今後は口蓋帆張筋の萎縮の程度や耳管周囲組織の変化について組織学的検
証を行っていく必要がある。
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耳管ピン抜去をした３症例の検討

平井　良治、野村　泰之、鴫原俊太郎、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】
耳管開放症の難治例に対して、当科では2015年12月より耳管ピン挿入術を行っている。耳管

ピン挿入術の合併症には、滲出性中耳炎や鼓膜穿孔、耳管ピンの違和感、耳痛、感染等が挙げ
られている。耳管ピン挿入により開放症状の改善があるにも関わらず耳管ピンの違和感により
耳管ピン抜去を選択せざるを得ないことがある。当科で耳管ピン抜去に至った3症例について検
討した。
【症例1】

30歳男性。嚥下時に鼓膜がボコボコと音が気になるということ受診。鼓膜の呼吸性動揺を認
めた。耳管ピン（4号）挿入を試みたが、完全に留置できず、内視鏡下に耳管ピン（3号）を挿
入留置した。術直後一時的に感染を認めた。術後4か月後も違和感、耳痛が持続。ご本人より耳
管ピンを少し抜いて欲しいとの申し入れがあり、少し耳管ピンの位置を外側にした。術後5か
月、やはり耳の違和感と耳痛が持続するため耳管ピン抜去を希望され、抜去した。抜去6か月
後、患側の顎関節が引っ張られる感覚を訴え、抜去8ケ月後には開口時に口角が外側に引っ張ら
れるとのことで神経内科受診され、痙攣もしくは心因性が疑われ現在経過観察中である。
【症例2】

21歳女性。自声強聴、呼吸音聴取、耳閉感で受診。耳管機能検査で開放所見をみとめた。鼓
膜の呼吸性動揺も認めたため、耳管ピン（4号）を挿入。術後より耳閉感、音の方向感覚の違い
の訴えがあった。挿入2週後、粘性度の高い貯留液を認め、微小な鼓膜穿孔より、鼓室内の貯留
液を吸引した。挿入後1か月後、微小な鼓膜穿孔は閉鎖し、鼓室内貯留液は肉眼的に消失した
が、引っ張られるような違和感や痛み、拍動感を感じるようになった。ご本人より耳管ピン抜
去の希望があり耳管ピンを抜去した。抜去した耳管ピンには黄色粘性の分泌液が付着してい
た。抜去後違和感は消失したが、週2回開放症状が出現している。
【症例3】

27歳男性。主に歌唱時の自声強聴、耳閉感で前医を受診され耳管ピン挿入目的に当科受診し
た。当科で施行した耳管機能検査で開放所見はなく、保存療法を強く勧めたが、ご本人は耳管
ピン挿入を希望され、耳管ピン（4号）を挿入した。挿入後のびをしたり、嚥下時の耳の違和感
が強く、日常生活に支障をきたすとのことで耳管ピン抜去を希望し4日後に耳管ピン抜去に至っ
た。
【考察】
今回経験した3症例はいずれもご本人の希望で耳管ピン抜去に至っている。いずれの症例も

20∼30歳代の若い年齢であった。耳管ピン抜去例の頻度は、自験例では挿入例50例に対して3例
であり6%であった。症例1, 2は術後のなんらかの感染が生じていた。感染も違和感の一因になり
うると思われた。耳管ピン挿入術の有用性は多数報告［1-3］されており、その有用性は広く知
られてきたが、鼓膜穿孔、滲出性中耳炎をはじめ合併症も少なくない［3］。術後の違和感は、
患者の手術に対する満足度に関わるため、適応を慎重に考慮し、術前にしっかり説明すべきと
考えらえた。
【文献】
1. Endo, S., et al., The effect of ventilation tube insertion or trans-tympanic silicone plug insertion

on a patulous Eustachian tube. Acta Otolaryngol, 2016.
2. Ikeda, R., T. Kikuchi, and T. Kobayashi, Endoscope-assisted silicone plug insertion for patulous

Eustachian tube patients. Laryngoscope, 2017.
3. Kikuchi, T., et al., Effectiveness of Kobayashi plug for 252 ears with chronic patulous Eu-

stachian tube. Acta Otolaryngol, 2016.
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多施設での耳管開放症に対する
ルゴールジェル耳管内注入療法の検討

倉野　　香 1、岩佐　英之 2、三輪　正人 3、大久保由布 3、鈴木　宏隆 3、大久保公裕 3、
中島　規幸 4、大津有二郎 5

1戸塚共立おとキッズクリニック　耳鼻咽喉科、2岩佐耳鼻咽喉科、
3日本医科大学　耳鼻咽喉科、4なかじまクリニック、5府中駅前耳鼻科

耳管開放症の治療方針は様々であり、現段階ではまず生活指導、内服治療など保存的治療を
施行し、改善が見られない症例に対しては耳管処置、鼓膜処置による治療を試み、さらに難治
の場合は耳管ピンなどの外科的治療を検討するという方針となっている。ルゴールは代表的な
クロライドチャネル刺激薬であるヨードと保湿剤のグリセリンを合わせ持ち、その濃度により
粘膜上皮機能のup-regulation を引き起こすとされている。我々は保存的治療にて改善が見られ
なかった症例や、合併症などにて内服治療が不可能であった症例、始めから耳管処置による治
療を希望された症例などに対し、診療所でも割と簡便に施行可能なルゴールジェルの耳管内注
入を施行し、良好な結果を得たので、症例提示も含め、結果を報告する。
【方法】1、検体ビン内で日本薬局方ルゴール液0.2mlと、鼻加湿用ジェル（鼻しっとりジェル®日
本鼻科学研究所）を混合し、2mlとした。2、患側鼻粘膜を綿棒にてキシロカインにて十分に麻
酔する。3、鼻咽腔ファイバー下に、通気管を患側耳管咽頭口に確実に挿入し、ルゴールジェル
を耳管内に注入。その後通気を施行し、耳管峡部付近まで浸透するように行った。症例にはそ
れぞれ初診時、2週間後、1か月後、2か月後の受診時の診察前に、当科で2013年に作成した問診
票に記載していただき、VASにより自覚症状の改善度を評価した。
【成績】多施設で施行し、現在まで19症例施行した。1、9項目の問診のうち、主な自覚症状は自
声強聴、耳閉感、呼吸音聴取であった。2、VASでは、自声強聴は初診時と2か月後で有意差が
認められた。（t検定、p＜0.05）耳閉感、呼吸音聴取症状は明らかな改善は認められなかった。
代表的な１症例を提示する。
【結論】１、耳管開放症の主な症状の一つである自声強聴において、本治療は効果的であった。
2、処置を繰り返すことで症状はより改善し、長期的にコントロールが可能であると考えられ
た。3、今後は本治療単独での効果を評価していきたいと考えている。

Otol Jpn 27 (4) :640 , 2017

P-108



One airway, one diseaseの代表としての耳管開放症、
さらに心身症としての理解の可能性

堀　　雅明
ほりクリニック

はじめに：“耳管・中耳・乳突蜂巣”は、“喉頭・気管支・肺胞”と、系統発生学的、固体発生学
的、形態学的、機能的に近縁関係にあり、中耳こそ “真の上気道”である。したがって耳管開放
症は、One airway, one disease の代表と考えられる。また、これら呼吸器官は、単なる換気だ
けではなく、人の感情や自律神経とも密接な関連があることも考慮する必要がある。
対象と方法：H26年5月より約1年間に経験した全81症例を解析した。耳管開放症診断基準2016に
基づくと、確実例22例、疑い例44例。なお耳管機能は、JK-05A（リオン）により音響法で診
断。年齢は13∼83歳（平均40歳）。性別は女性61名（74％）：男性20名。自覚症状では、自声強聴
67例（83％）。耳閉感49例（60％）。呼吸音聴取9例。めまい22例。耳痛6例。鼻すすり3例。病
悩期間1日〜最高約30年。全身的背景として、睡眠障害44例（54％）、妊娠中4例。低血圧37例
（46％）。冷え性36例（44％）。合併症は、うつ病2例、躁うつ病、不安症、不安障害PTSD1例パ
ニック障害各1例。ストレスとしては、家族内の人間関係、介護ストレス、また職場の仕事内容
や人間関係ストレスが多かった。治療としては、初診時にストレス背景を探り、言語化された
場合には、簡易カウンセリングを行い、その後もストレス対処法を指導。また、漢方を証に応
じて投与した症例は、約60例（74％）。加味帰脾湯45例。補中益気湯７例。柴胡加竜骨牡蛎湯６
例。苓桂朮甘湯3例、当帰四逆加呉茱萸生姜湯2例。紹介して耳管ピンを挿入した例もあった。
結果：特に通院回数が、3回以上の27例（全81例のうち33％）について治療効果を検討した。症
状消失11例（41％）、改善11例（41％）、不変5例（18％）、悪化1例（メニエール合併）。アロマ
セラピーを行ったのは、6例でいずれも有効であった。
考察：めまい、拍動性耳鳴、突発性難聴の発症など、中耳腔内圧の低下を通じて聴覚関連器官
に内呼吸障害や循環障害を生じている可能性がある。また、多くの症例で心身症としての理解
の必要性があった。今回の経験を通じ、耳管開放症は、少なくとも3つのグループからなると考
える。第1は、心身症的な背景の痩せ型・低血圧症群。第2は、手術など肉体的外的要因による
外因群。第3は、第1群と対照的なやや肥満型でやや血圧高めのメタボ・交感神経緊張群。個別
性に配慮した治療が必要である。
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耳管狭窄症診療における新しい試み：
トインビー法による診断と耳管鼓膜チューブによる治療経験例

守田　雅弘
守田耳鼻咽喉科大阪駅前耳管クリニック

（はじめに）耳管機能障害には、大別すると耳管開放症、耳管狭窄症・閉塞症、それに鼻すすり
型耳管開放症に代表される耳管閉鎖障害（ほぼ耳管閉鎖不全症と同じ病態）の３つが存在す
る。耳管開放症の診断は、本学会の耳管委員会にて診断基準が作成されている。一方、耳管狭
窄症や耳管閉塞性疾患では、診断基準は定まっておらず、治療法に関しては、近年の海外の報
告に比較し本邦での報告は極めて少ない。このような現状を鑑み、本邦における耳管狭窄症の
臨床研究に一石を投じる目的で今回、新たな診断法と耳管の手術治療の試みを行い、知見を得
たので報告する。1．耳管機能検査による新たな診断法：　耳管狭窄症の診断には、１）音響法
と２）鼓室中耳圧気流導態法（TTAG）のバルサルバ法の２つが汎用されている。病態的に
は、３）加圧減圧法（I-D test）が、もっとも適切な検査法であるが、鼓膜穿孔がある例のみ施
行可能な検査法である。当施設では、これに加えて、鼻をつまんで嚥下を行い、その後に今度
は鼻をつままずに嚥下をもう一度行うTTAGの４）トインビー法で、耳管狭窄症の診断基準の
一つになりえるかを検討している。健常耳でも反応がでない陰性を示すことがたまにあるが、
嚥下をきっちりと行う事で正常例でも90％以上の比較的高い再現性を示した。上記の検討結
果、１）、２）、４）のいずれも全く反応を示さない例は、重症例も多く薬物治療などによる難
治例があり、下記の耳管鼓膜チューブ手術の相対的対象例となった。２．耳管鼓膜チューブに
よる治療：　耳管開放症の手術治療は小林の開発した耳管ピンに代表される。演者も耳管ピン
や人工耳管を耳管開放症重症例に施行しているが、難治例にも遭遇する。その一方、耳管狭窄
症などの耳管の閉塞性疾患の治療で、鼓膜切開や鼓膜チューブでも改善しない例もあり、ま
た、鼻すすり型耳管開放症では、病態的には、耳管を耳管ピンや人工耳管で塞ぐよりも、換気
が保たれる治療も考慮する必要がある。演者らは耳管鼓膜チューブの開発を続け、臨床使用に
資する結果が得られつつあることから、一昨年の本学会に引き続き、実際の試用例とその効果
を報告する。
（方法）一昨年の本学会でも報告したので詳細は割愛するが、前述の人工耳管の特許を担保した
まま、その形状を単なるステント型のチューブ状のものとし、鼓膜チューブとドッキングし耳
管鼓膜チューブとした（特許取得済）。この耳管鼓膜チューブは、耳管内留置チューブと鼓膜チ
ューブ部分よりなる2重の構造を呈する。今回、耳管狭窄症のなかでもより難治性の耳管狭窄・
閉塞症例を提示し、耳管鼓膜チューブの有用性について検討を行った。
（症例１）34歳の男性、約20年前から、右側の耳閉塞感を生じ、近医にて複数回鼓膜チューブを
挿入するも改善ないため初診した。初診時、右側鼓膜所見では、暗赤色で弛緩部に中等度陥凹
あり、聴力レベルは４分法で右側22.5dB、ティンパノメトリー（右側B型）、すべて陰性を呈し
た耳管機能検査結果などより右側耳管狭窄症と診断し、右側耳管鼓膜チューブ挿入術を施行し
た。まず、鼓膜切開を行い、耳管用のガイドワイアも用いて耳管鼓膜チューブを鼓膜チューブ
が鼓膜に固定できる位置まで挿入した。術後約５ヵ月後には耳症状は軽減し、鼓膜所見、聴力
レベル（４分法で右側17.5dB）まで改善し、鼓膜所見、自覚症状も大幅に改善した。
（症例２）27歳のパイロット志望の男性、約1年前から右耳の耳閉塞感を生じ初診し聴力レベル
は４分法で患側の右側は21.3dBであり、ティンパノC1タイプであったが、耳管カテーテル通気
法や耳管機能検査では全て陰性の耳管狭窄型であった。右側耳管鼓膜チューブを挿入後は、耳
症状も消失し、耳管機能検査の音響法などは明らかに改善し、航空機業務も可能となった。
【結論】トインビー嚥下法は現段階では定性的な方法ではあるが、数少ない耳管狭窄症の機能診
断法として有用性を確認できた。耳管鼓膜チューブは、チューブと同様、鼓膜部で固定され鼓
膜外にでていることから体内留置には関与しない。今後、真珠腫性中耳炎の術後陥凹・再発の
予防、癒着性中耳炎の治療にも有用性が期待される。
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末梢性顔面神経麻痺回復遅延症例30例に対する減荷術

熊井　良彦、山田　卓生、伊勢　桃子、折田　頼尚
熊本大学耳鼻咽喉科　頭頸部外科

はじめに
保存的治療に抵抗性の高度の末梢性顔面神経麻痺に対する経乳突的顔面神経減荷術の有効性

については長期にわたり議論されてきた。一般的に3週間以内で手術を行うのが望ましいとされ
るが、当科では手術枠の問題や当院への紹介受診までの期間により、術後1ヶ月半程度で行わざ
るを得ない場合が多い。
対象と検討項目

2014年10月から2017年1月までに末梢性顔面神経麻痺回復遅延症例に対して経乳突的顔面神経
減荷術を行い術後半年以上フォローできた 30例を対象とした。適応は柳原法 8点以下、
ENoG10%以下とした。全例他院でステロイド漸減療法および抗ウイルス薬を投与されたうえで
回復遅延を認めたため紹介受診した。手術はすべて演者が経乳突的顔面神経減荷術で行い、減
荷範囲は経乳突孔から第一膝部までとした。砧骨は IS関節で一端離断して、減荷後にreposition
した。神経鞘切開は術中NIM3.0ｍAで反応がない症例に対してのみ行った。いずれの症例も神
経の表面にリンデロンを浸透させた止血用スポンゼルを留置した。発症から手術までの期間、
柳原スコアの術前、術後1，3，6ヵ月後の推移、術前ENoG値、術中NIMの反応の有無（減荷前
に水平部を刺激）を評価した。また手術までの期間が40日、50日および60日以内か以上である
か、および術中のNIMの反応の有無の各々と術後半年のスコアについてχ二乗検定で統計学有
意差を検討した。
結果
発症から手術までの平均期間は46.9日であり、柳原スコアは術前平均4.86点が術後半年で平均

30.13点まで改善した。手術施行時期が発症40日以上、以内、50日以上、以内で術後半年のスコ
アに有意差を認めなかったが60日以上、以内の場合は有意差（P=0.027）を認めた。また術中
NIMの反応の有無は術後半年のスコアに有意差（P=0.0001）を認めた。
結論
発症後50日以内の症例は、手術までの期間が予後に影響せず、発症後60日以上では手術まで

の期間が予後に有意に影響を及ぼすと考えられた。また術中NIMの反応は予後を正確に反映す
ると考えられた。手術を行わず長期経過後に自然治癒する可能性もあり、今後はコントロール
群として、手術適応の手術拒否症例の予後を追跡し、手術症例の成績と比較することが、手術
の有効性、適正な時期など検討するうえで不可欠であると考える。
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顔面神経減荷術後の聴力予後

福家　智仁、山田　弘之、福喜多晃平、金児真美佳、澤　　允洋、上田　航毅、小林　大介
伊勢赤十字病院　頭頸部・耳鼻咽喉科

【はじめに】特発性顔面神経麻痺に対する神経減荷術の適応が論点になる一方、耳鼻咽喉科医が
身に着けておくべき手技である点は共通した認識と思われる。特に経乳突アプローチ法は耳科
手術を習得する中で必須の手技とも言えるが、麻痺回復の成否とともに術後の聴力維持も求め
られる。今回減荷術を行った症例において、特に術後の聴力について検討を行った。
【対象及び方法】2008年から2016年までの9年間に経乳突法による神経減荷術を行い、術後の聴
力追跡が可能であった11例を対象とし、術前後の純音聴力検査を比較した。男性5例、女性6
例、手術時年齢は21歳から85歳で平均58歳であった。
【結果】麻痺の原因疾患はベル麻痺7例、Hunt症候群4例であった。11例の平均聴力は術前が4分
法で31.6dB、術後が39.2dB、術後に15dB以上悪化した症例が2例含まれていた。周波数別純音で
は、1000Hz・2000Hzでは術前後で10dB未満の閾値上昇にとどまっていたが、8000Hzでは19.8dB
と閾値上昇の程度が大きくなっていた。
【考察】顔面神経減荷術後の聴力悪化は回避すべきではあるが、稀ながら生ずる悩ましい合併症
である。聴力悪化は気導・骨導共に生じうるとされ、前者は、キヌタ骨への操作に伴う耳小骨
関節の損傷や、キヌタ骨周囲組織との癒着などが考えられている。一方後者は、不用意な耳小
骨操作や骨削開に伴う内耳への影響などが考えられている。過去の報告では、高音域での聴力
低下に言及するものが多く、Mayらは減荷術の51%で4000Hz・8000Hzに限局する感音難聴を報
告している。森らは4000Hz・8000Hzでの気道閾値上昇と4000Hzでの骨導閾値上昇を報告してい
る。その改善策として、村上らは、後キヌタ靭帯は切離するもののキヌタ骨を摘出することな
く神経減荷術を行うことで、聴力低下を抑制しうることを報告している。当科では、神経減荷
の際に耳小骨への不用意な操作を危惧して、一旦キヌタ骨を摘出しているが、口演では11例の
成績の反省から、今後取り組むべき問題点を考察したい。
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顔面神経減荷術後の聴力変化

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

【はじめに】
末梢性顔面神経麻痺に対する顔面神経減荷術の効果については議論のあるところであるが、

当院では初期治療後のエレクトロニューロノグラフィー（ENoG）に基づいた予後不良例に対し
て減荷術を施行している。減荷術後の聴力障害は過去より報告されており、聴力正常例に行う
ことの多いこの手術による術後聴力障害は問題とされる。とりわけ我々は経乳突法によりキヌ
タ骨をいったん摘出した後に可及的に顔面神経膝部〜迷路部の減荷を行っており、より聴力へ
影響することが懸念される。そこで今回、本術式での聴力結果を検討した。
【対象と方法】
対象は2008年8月〜2017年1月までに当院にてBell麻痺、Hunt症候群に対して経乳突的顔面神

経減荷術を施行した86例である。そのうち、術前および術後6か月目以降に骨導値も含めた聴力
評価が可能であった73例（男性36名、女性37名。年齢は、10〜79歳、平均46.8歳）を検討した。
その内訳は、Bell麻痺が31例、Hunt症候群（ZSHを含む）が42例であった。
【術式】
耳後部切開後、乳突削開を行い、経乳突的に顔面神経乳突部を開放する。後鼓室開放し、キ

ヌタ骨を一時摘出する。その後に顔面神経鼓室部から迷路部まで開放する。顔面神経を開放後
にキヌタ骨を整復し、フィブリン糊で固定する。開放した顔面神経をステロイド含有のゼラチ
ンスポンジで被覆し、手術終了とする。
【結果】
骨導聴力（500、1000、2000Hzの平均）は、術前で18.26±11.33、術後は15.29±15.5デシベル

であった。術前後では有意な低下は認められなかった。気導聴力（3分法）の平均は、術前で
21.0±11.3デシベルで、術後は27.0±14.32デシベルであった。気導聴力では軽度低下の傾向を認
められたが術前後で有意差は認められなかった。骨導聴力が15デシベル以上低下した症例は1例
のみ（64歳男性、Hunt症候群）であった。術後に気骨導差が15デシベル以上に悪化した症例は
73例中8例（12.9％）であった。周波数毎の比較では、骨導聴力では、2000Hzのみに有意な閾値
上昇を認め、同様に気導聴力においても2000Hzに有意差が認められた。その他の周波数では術
後有意な低下は認められなかった。
【考察】
顔面神経減荷術の効果、減荷範囲については議論のあるところではあるが、初期治療後に予

後不良と考えられる例に対して現在も汎用されている手術である。しかし、聴力正常例に対し
て行うことが多いため、術後の聴力障害は問題視される。減荷術後の聴力障害は、キヌタ骨摘
出操作に伴う伝音難聴と、キヌタ骨操作やドリルによる振動や騒音による感音難聴などが原因
と推察される。聴力障害予防のためにキヌタ骨を摘出せずに行う工夫が報告されているが、過
去の減荷術の所見からも重症例では顔面神経迷路部〜鼓室部、特に膝部の腫脹が多くみられる
ため、われわれは同部位の開放が必須と考える。顔面神経膝部の減圧を十分に行うための視野
を確保するため、当院ではキヌタ骨を一時摘出したうえで前・外側半規管膨大部ギリギリまで
中頭蓋窩底骨を削除し、膝〜迷路部の可及的開放を行っている。従ってより以上に術後の聴力
障害が懸念されたが、今回の結果では術後に骨導聴力の低下が見られたのはHunt症候群の1例の
みであった。よって、慎重な操作を心掛ける限り、本術式でも骨導聴力の低下は起きにくいと
考えられた。一方で気骨導差の増悪が12.9％に生じた。キヌタ骨整復の際には、術後のキヌタ骨
の周囲組織への癒着防止、膝部開放時のドリル操作によるツチ骨の偏位に配慮する必要がある
と思われた。
【結語】
減荷術では腫脹の著しい膝部を完全に開放するためキヌタ骨の一時摘出はやむをえないと考

えるが、慎重な操作を行うことによって明らかな骨導聴力低下は避けられており、内耳への影
響は少ないと思われる。しかしながら、気導聴力低下が一部の症例で見られるため今後はキヌ
タ骨整復時の工夫が必要だろう。
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鼓室形成術後に遅発性顔面神経麻痺を生じた３症例

高橋　克昌、工藤　　毅、近松　一朗
群馬大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

鼓室形成術から数日経過した後、遅発性に患側の顔面神経麻痺を発症した症例を報告する。
2014年1月から2017年5月までに施行した真珠腫に対する鼓室形成術312症例中、術後遅発性顔面
神経麻痺は3症例で，発症率は約1％であった。いずれも術後4日目から11日目に発症し、抗ウイ
ルス薬とプレドニゾロン1mg/kgからの漸減投与で、発症1か月以内に全例が回復した。症例1と
2は初回手術中に顔面神経管に骨破壊がなく､顔面神経に直接的な刺激を与えなかったが､術後は
遅発性に顔面神経麻痺が発症した。さらに1年後、段階的鼓室形成術として2回目の手術を施行
し、真珠の遺残や再発がないこと、顔面神経管に骨破壊がないことを確認した。2回目は念入り
に顔面神経の損傷を調べたため、神経への刺激は強かったが、術後遅発性顔面神経麻痺は生じ
なかった。特発性顔面神経麻痺（ベル麻痺）の自然発症率0.02-0.03％に対して、術後遅発性顔面
神経麻痺の発症頻度１％は有意に高いため、術後に偶然にベル麻痺を合併したとは考えにく
い。しかも3症例ともに術側の麻痺で、手術操作が何らかの影響を与えたと考える。術後遅発性
顔面神経麻痺の成因には様々な説があり、膝神経節に潜伏する水痘・帯状疱疹ウイルス
（HZV）の手術刺激による再活性化が最も有力視されている。しかしHZV抗体価を測定した2症
例では、ペア血清の上昇はみられなかった。症例2の先天性真珠腫は、スリランカで生まれ育
ち、来日2年経過した時点で鼓室形成術を受けて遅発性顔面神経麻痺を発症した。外国で水痘罹
患の既往もHZVワクチン接種歴もなく、IgG抗体が基準値以下だったことからHZV未感染で、
膝神経節にウイルスは潜伏していないと考えた。従来考えられていたHZV再活性化説が、成り
立たない症例であった。その他、顔面神経管内で浮腫になった神経が絞扼される説もあり、直
接あるいは鼓索神経を介した間接的な顔面神経への刺激が原因で、血管浮腫により神経が障害
されると考えられる。しかし、症例3は骨破壊によって顔面神経水平部が広く露出していた症例
であった。顔面神経管内で神経が絞扼されなくても顔面神経麻痺が生じた事から、この説も否
定的であった。術後の遅発性顔面神経麻痺の成因に当てはまらない症例を経験し、発症原因は
過去の報告と合致しないことから､原因はいまだ不明である。
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冷却障害による顔面神経麻痺モデルの検討

上甲　智規、山田　啓之、羽藤　直人
愛媛大学　医学系研究科　耳鼻咽喉科頭頸部外科

【目的】これまで顔面神経麻痺モデルは数多く報告されてきたが、そのほとんどは数週間で治癒
するモデルであり、顔面神経管を開放せず側頭骨内で神経が障害される高度麻痺モデルは報告
されていない。今回我々は顔面神経管を冷却することにより長期間持続する高度顔面神経麻痺
モデルの作製を試みたので報告する。
【方法】実験には10〜12週齢の雌ハートレイ系モルモットを用いた。ケタミンとキシラジンの筋
注にて全身麻酔後、左側側頭骨内顔面神経管をスプレーフリーザーで冷却することにより顔面
神経麻痺モデルを作製した。5秒冷却群、10秒冷却群、15秒冷却群をそれぞれ肉眼的評価、電気
生理学的評価、組織学的評価を行い、結果を比較検討した。肉眼的評価は瞬目反射、鼻翼の運
動、髭の運動をそれぞれ0〜2点、計6点で評価した。電気生理学的評価は冷却後1週間でENoG値
を測定した。組織学的評価は水平部、顔面神経管内、側頭骨外の顔面神経をそれぞれ採取し、
トルイジンブルー染色を行った。
【結果】各冷却群においてすべてのモルモットは完全麻痺を発症し、数か月持続した。また冷却
時間が長いほど平均麻痺スコアは低かった。
【結語】冷却障害により長期間持続する高度顔面神経麻痺モデルを作製した。今後、顔面神経麻
痺の基礎的研究を行っていく上で非常に有用なモデルであると考える。
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末梢性顔面神経麻痺の診断におけるMRIの有用性

久家　純子、國本　泰臣、矢間　敬章、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

【はじめに】顔面神経麻痺の原因は多様であるが，Bell麻痺とHunt症候群が末梢性顔面神経麻痺
の約70%を占めている．発症には膝神経節におけるウイルスの再活性化の関与が示唆されてお
り，Bell麻痺ではHerpes simplex virus，Hunt症候群ではVaricella zoster virus（VZV）が主な
原因ウイルスと考えられている．末梢性顔面神経麻痺の予後はBell麻痺では90%程度と良好であ
るのに対し，Hunt症候群では50∽80%と低く，病的共同運動などの後遺症を残すこともある．
標準治療はステロイドによる薬物治療であり，その有効性が証明されている．Hunt症候群でも
発症早期の高用量ステロイドおよび抗ウイルス薬の併用による治療が推奨されているが，初診
時には帯状疱疹による皮疹が観察できない場合もある．また，VZVの再活性化を証明するため
には血清学的検査が必要となるが，ペア血清による確定診断に至るまでには時間を要する上，
顔面神経麻痺と皮疹の出現時期に差がある場合，抗体価の上昇が確認できないこともある．
今回われわれは，発症1週間以内の末梢性顔面神経麻痺20例に対し，ステロイドによる治療開
始前に頭部造影MRI検査を行い，Bell麻痺およびHunt症候群において発症早期に特徴的な所見
が見られるかについて検討した．
【対象と方法】2014年10月から2016年9月までに当院耳鼻咽喉科外来を受診した，発症1週間以
内，ステロイド治療前の末梢性顔面神経麻痺の成人例を対象に研究を行った．ステロイドによ
る治療開始前に頭部造影MRIの撮影を行った．撮影には3テスラMRI装置（Magnetom Skyra,
Siemens AG, Erlangen, Germany）を使用した．
【結果】期間中に当科を受診した末梢性顔面神経麻痺患者20例について検討を行った．Bell麻痺
が15例，Hunt症候群が5例であった．造影前後の3D－fluid－attenuated inversion recovery se-
quence（3D－FLAIR）および造影3D－T1－weighted image（3D－T1WI）における内耳道沿
いの高信号，造影前後の3D－FLAIRにおける内耳の高信号，造影3D－FLAIRにおける第VIII脳
神経の造影効果を認めたが，これらの所見はいずれもHunt症候群で有意に認められた．また，
3D－constructive interference on steady state sequence（3D－CISS）における内耳道底部の第
VII脳神経の腫大もHunt症候群で有意に認められた．その一方で，3D－FLAIRにおける内耳道
底部の第VII脳神経の高信号は疾患との有意な関連はなく，造影3D－FLAIRおよび造影3D－
T1WIではすべての症例で内耳道底部の第VII脳神経の造影効果が見られた.
【結語】3D－MRIは発症早期におけるBell麻痺とHunt症候群の鑑別に有用であると考えられた．
症例数が少ないため，今後の更なる検討が必要である．
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顔面神経麻痺を呈した左側頭骨慢性再発性多発性骨髄炎例

楊　　承叡、吉田　忠雄、杉本　賢文、寺西　正明、曾根三千彦
名古屋大学大学院　医学系研究科　頭頚部・感覚器外科学耳鼻咽喉科

【はじめに】慢性再発性多発性骨髄炎は主に脊椎、長管骨骨幹端、胸骨、足関節、骨盤など全身
の骨髄に発症する非特異的炎症であり、何らかの遺伝的要因が関連するとの報告があるが原因
は特定されていない疾患である。本邦での報告例は少なく、耳鼻咽喉科領域では今までほとん
ど知られていなかった。今回我々は側頭骨に発症し顔面神経麻痺を呈した側頭骨骨髄炎の１例
を経験したので報告する。
【症例】症例：15歳女児。主訴：腰痛、耳痛。既往歴：急性中耳炎。現病歴：X-6か月、腰部強
打後に腰痛を発症した。改善が見られなかったため近医を受診し鎮痛薬で対処していた。次第
に腰痛は増強し改善がないためCT、MRIを撮影し椎体炎を指摘された。精査のためリウマチ科
に紹介となったが疾患は特定出来ず原因は不明であった。椎体破壊は徐々に進行したためX-2か
月に他院でopen biopsyを施行した所、病理検査は脊椎関節炎の疑いであり培養は陰性であっ
た。原因は不明のままNSAIDsによる対症療法を行っていた。同時期より左耳痛が出現したため
近医耳鼻科を受診した。外耳道炎、滲出性中耳炎を疑われ外耳道培養を行ったが結果はMSSA
のみで一般治療を行ったが改善に乏しかった。耳痛は次第に増強したため中内耳CTを撮影した
所、外耳道の骨破壊が確認され、外耳道真珠腫や真珠腫性中耳炎の疑いでX日に当院紹介となっ
た。受診時には左外耳道後下壁に腫瘤を認め左顔面神経麻痺を伴っていた。耳痛が非常に強く
早期診断・治療目的で全身麻酔下に外耳道腫瘤生検術を施行した。病理結果は外耳道皮下膿瘍
と骨髄の好中球波及があり骨髄炎像であった。純音聴力検査では左低音部の伝音障害があり採
血は軽度の炎症所見を認めるのみであった。ENoGは疼痛が強かった事から十分な評価は出来な
かった。当院で施行したCT、MRIでは外耳道の腫瘤と同部の骨が破壊されており、乳突蜂巣と
一部の錐体尖部に液貯留を認めた。腰椎CTは一部の椎体は骨硬化が見られたが、一部で悪化所
見を認めた。10代女児で無菌性に多発する骨髄炎で、増悪と寛解を繰り返す事から整形外科と
小児科と相談し、慢性再発性多発性骨髄炎と診断し合同で検査、治療に当たった。本疾患の治
療として第一選択であるNSAIDsを投与、継続したが一時的な疼痛改善を認めるのみで、顔面神
経麻痺の初期治療としてステロイド漸減療法も併用したが有効性は低かった。倫理委員会の承
認を得て投与したビスホスホネート製剤にて、疼痛は著明な改善を認め徐々に顔面神経麻痺ス
コアも改善が見られた。CTでは外耳道の骨破壊部に骨形成があり改善が見られたが、顔面神経
管と外側半規管の一部に増悪も認めた。本症例では顔面神経麻痺は改善しており、めまいの訴
えもないものの画像所見からは今後の病状悪化の可能性も予想される。場合によってはさらな
る治療介入が必要となる。
【まとめ】慢性再発性多発性骨髄炎の報告は本邦では今までに数十例程度しかないが、欧州では
一万人に一人発症するとされている。本疾患が知られるようになり最近では本邦でも報告例は
増えている。我々の調べた限り、側頭骨に病変をきたし顔面神経麻痺を呈した慢性再発性多発
性骨髄炎の報告例は今までになかったため、若干の文献的考察を加えて報告する。
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混合難聴の進行により、人工内耳埋め込み術を施行した
中耳・内耳奇形・内耳道狭窄の３症例の検討

利國桂太郎 1、南　修司郎 1,2、山本　修子 1,2,3、和佐野浩一郎 2,3、
務台　英樹 2、松永　達雄 1,2、加我　君孝 2

1国立病院機構　東京医療センター　耳鼻咽喉科、
2国立病院機構　東京医療センター　臨床研究センター、3慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
先天性中耳奇形による伝音難聴・混合難聴に対し、手術や補聴器装用にて良好な言語発達を

獲得したが、後に両側高度感音難聴に進行し、人工内耳埋め込み術に至った中耳・内耳奇形・
内耳道狭窄の3症例を報告する。
【症例1】
広範な耳小骨奇形、cochlea hypoplasia、半規管低形成、内耳道狭窄、顔面神経走行異常のあ

る28歳の女性。発達障害、心室中隔欠損症、肺動脈漏斗部狭窄症も合併している。5歳時は骨導
平均聴力（4分法）が右耳11dB、左耳19dB（気導平均聴力は右耳65dB、左耳83dB）の伝音難聴
であった。7歳時に聴力改善手術を受け、補聴器が外せるまで気導聴力が改善した。しかし18歳
時には骨導平均聴力が右耳50dB、左耳65dBの混合難聴になり、その後、24歳時から急激に両側
感音難聴が進行し、ほぼ全聾になった。26歳で左人工内耳埋め込み術を施行した。その後両耳
装用を希望され、27歳で右人工内耳埋め込み術を施行した。現在初回手術後約2年であり、人工
内耳装用閾値（純音）は右耳34dB、左耳46Bであり、小さい声や携帯電話での会話が可能とな
っている。
【症例2】
広範な耳小骨奇形、外耳道閉鎖、小耳症、半規管低形成、内耳道狭窄、顔面神経走行異常の

ある16歳の男性。発達障害、ファロー四徴症、先天性食道閉鎖症も合併している。14歳時に
は、気道平均聴力は右耳100dB、左耳97dBであったが、骨導補聴器装用にて平均聴力が右耳
34dB、左耳33dBの混合難聴であり、コミュニケーションは可能であった。その後、1年以内に
骨導平均聴力が右耳36dB、左耳49dBと、両側感音難聴が進行したため、15歳時に左人工内耳埋
め込み術を施行した。現在術後8ヶ月であり、左人工内耳装用閾値（純音）は48dBであり、語音
明瞭度検査では術前で45%（100dB）であったが、術後2か月の時点で55%（90dB）と改善傾向
である。
【症例3】
アブミ骨上部構造異常、cochlea hypoplasia、半規管低形成、内耳道狭窄、顔面神経・静脈走

行異常のある30歳の男性。発達障害、停留精巣・動脈管開存症・低身長も合併している。遺伝
子検査を行い、CHARGE症候群を裏付ける変異が同定されている。21歳時は骨導平均聴力が右
耳23dB、左耳30dB（気道平均聴力は右耳64dB、左耳79dB）の混合難聴であったが、26歳時よ
り徐々に両側感音難聴が進行し、28歳時には気道平均聴力は右耳103dB、左耳104dBと両側感音
難聴が進行し、コミュニケーションが困難になった。28歳時に右人工内耳埋め込み術を施行し
た。現在、右人工内耳装用閾値（純音）は25dBであり、装用効果が得られている。
【考察】
本報告は中耳奇形に内耳奇形を合併しており、半規管低形成、内耳道狭窄を合併している症

例である。感音難聴進行に伴う眩暈は認めなかった。感音難聴が進行した原因として、蝸牛動
脈などの血流障害が内耳障害につながった可能性もあると考える。３症例とも発達障害を伴っ
ているが、聴覚リハビリテーションを行い、人工内耳により聴覚コミュニケーションの再獲得
をしつつある。現在術後約1－2年が過ぎた頃であり、3症例とも聴覚反応は認められるが、今後
も長期的な聴覚リハビリテーションが必要であると考える。

Otol Jpn 27 (4) :650 , 2017

P-118



人工内耳埋め込み術が奏功したMuckle-Wells症候群例

青木　光広 1,2、林　　寿光 1、若岡　敬紀 1、西堀　丈純 1、
久世　文也 1、水田　啓介 1、伊藤　八次 1

1岐阜大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科学、2岐阜大学大学院　医学系研究科　医療情報学

はじめに
Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome（CAPS）は自己炎症性疾患に含まれ、炎症サイト

カインIL-1βの産生亢進による持続性・周期性全身炎症をきたす（Hoffman et al, 2001）。軽症型
の家族性寒冷自己炎症症候群（FCAS）、重症型のCINCA/NOMID症候群、その中間である
Muckle-Wells症候群（MWS）が含まれる。診断は特徴的な症状とNLRP3（CIAS1）の変異にて
されるが、発症は100万人に1人程度と非常に稀である。とくに、MWSとCINCA/NOMIDは両
側性進行性感音難聴を呈するのが特徴であり、耳鼻咽喉科でも遭遇する可能性がある症候群で
ある。今回、人工内耳埋め込み術により良好な聴取能を得ることができたMWS症例を報告す
る。
症例

48歳　女性
主訴：両側難聴
既往歴：6歳時　小児リウマチ、43歳時　顔面神経麻痺、卵巣嚢腫
家族歴：長男 CINCA/NOMID症候群にて19歳没
現病歴：33歳時に突然、誘発なく回転性めまいが出現した。翌日には症状も軽快したが、そ

の後もめまい発作が反復し、当初は両側難聴の変動も伴っていた。メニエール病として治療を
受けていたが、聴力低下は徐々に進行し、40歳ごろには両側ともに全く聞こえなくなり、補聴
効果も消失したため当科を受診した。
既往歴：全身倦怠感、関節痛などあり、内科にて高CRP値などから膠原病疑いにてプレドニ

ン、リウマトレックスにて治療されていた。
現症：純音聴力検査では両側ともに聾型感音難聴、カロリックテストでは冷水刺激にて両側

ともに反応なく、cVEMPの反応も両側ともにみられなかった。側頭骨CT・内耳MRIでは異常
なかった。血液検査では軽度炎症反応上昇がみられたが全身麻酔下、右耳に、コクレア社製
N24CIを使用し、蝸牛開窓にて電極挿入は容易で全電極使用可能であった。術後経過は良好であ
り、術後聴取能は福田式で単音節・単語ともに90％以上と良好であり、日常会話は支障なく行
えるまでになった。現在術後12年経過したが良好な聴取能が維持されている。人工内耳手術7年
後、本症例の長男がCINCA/NOMID症候群であることが判明したため、遺伝子検査を行い、
CIAS1の変異が確認され、臨床症状からMWSと診断された。カナキヌマブ（ヒト型抗ヒト IL-
1βモノクローナル抗体）皮下注射により、CRPは正常化し、自覚症状は改善している。現在も
なお、治療継続中である。
考察
本症例は人工内耳埋め込み後12年を経過したが、良好な聴取能が維持されており、高度難聴

に至ったMWS症例には人工内耳は有効であると思われた。
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人工内耳体外部の不具合発生に関する調査

宝上　竜也、中原　　啓、硲田　猛真
りんくう総合医療センター　耳鼻咽喉科

日本の人工内耳装用者は基本的に両耳高度難聴者であり、デバイスの動作状態が聴力に直結
している。とくにmapが安定している患者では聴覚管理≒機器管理と考えることもできる。そ
こで今回は人工内耳の動作不良、とくに生活環境の影響が大きいと思われるスピーチプロセッ
サーを中心とした体外部の不具合に関して調査を行った。当科で経過観察中の人工内耳装用者
38名、うち両耳27名、片耳11名、計65耳。メーカーは現在日本で使用可能な3社を網羅してい
る。手術時期は小児期（13歳未満）：20名35耳、青壮年（30代－60代）：8名15耳、高齢者（70代
以上）：10名15耳。14歳以降の未成年および20代で植込を行った患者はいなかった。当科では聴
覚反応の悪化や明らかな動作不具合が確認できた場合はデバイスの不良を疑いメーカーへ対応
を依頼しており、これを「不具合」と定義しその件数を調査した。調査期間は2011年1月から
2017年4月までとした。この間に当科の管理下にあったデバイスの延べ台数は約3000台であり、
1ヶ月あたり約40台のデバイスを管理していた計算になる。期間中に発生した不具合件数は202
件であった。デバイス10台当たりに換算すると年間8件強の不具合が発生している計算になる。
不具合発生時期には季節変動があり8月に多く5月に少ない傾向がみられた。年代別の不具合件
数は小児と高齢者が多くみられたが、これは実際に followしているデバイス台数の分布とほぼ相
同しており、年代別の不具合発生率に明らかな差はないものと思われた。装用期間との関係を
見ると、植込手術後2000日から2500日程度の期間に不具合が多く発生している傾向がみられ
た。これは概ね術後5年半から7年程度の期間に相当し、デバイスの耐用年数が関係しているこ
とが推測された。不具合の内容報告が確認できた事例のうち約半数は点検のみであり、残りは
破損・断線と汚染・異物がほぼ同程度であった。メーカー側の処置は交換対応とクリーニング
がほぼ半々であった。
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人工内耳　刺激電流量を意図的に増加させる
リハビリテーションにより聴取能が改善した１例

田村　　薫 1、坂本　達則 1、金井　理絵 1、金丸　眞一 1,2

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

【初めに】人工内耳のマッピングにおいて、電流量が適切に設定されていれば、CI のメーカーが
推奨する感度設定で、20〜30dBHL 程度の水平型の装用閾値が得られるとされているが、マッ
ピングで調整を図っても、装用閾値と語音弁別能が悪い症例が存在しているのも事実である。
今回我々は、人工内耳手術後も筆談を要していたが、7年の歳月をかけ、マッピングによる聴

覚リハビリテーションを行い聴取能が改善した症例を経験したので報告する。
【症例】29歳　女性　進行性感音難聴　術前聴力検査　4分法　右97.5dB 左101.3dB

22歳　右人工内耳埋込術施行（Advanced Bionics社 HIRES 90k）
音入れ初期より、電気刺激に対して違和感が強いため電流量が上げられないでいた。2年8ヶ

月が経過してもダイナミックレンジが狭く、術中NRIから換算した予測Mレベルよりもかなり低
い電流量のマップを使用しており装用閾値と語音弁別能は悪い状態であった。
装用者の聴性行動を利用したMost Comfortable Levels の設定では、これ以上電流量を増加す

ることができず、会話音声の入力が不可能と判断し、術中NRIを目標値として電流量を徐々に増
加させ、電気刺激による音への耐性を増やすことで、聴取能の改善を目的とした聴覚リハビリ
テーションを開始した。リハ開始後1年目でCI2004語音検査　会話48％・単語64％・単音節
65％、2年４ヶ月目・会話70％・単語68％・単音節68％、3年11ヶ月目・会話98％・単語84％・
単音節82％、平均装用閾値55.0dBから37.5dBと図のように電流量増加（平均電流量108CUから
293CU）にともないリハ開始時より聴取能は著明に改善された。
【考察】電流量を少しずつ増やす（リ）ハビリテーションを行う事により、電気刺激や音感覚へ
の耐性の上昇が可能であり、その結果としてダイナミックレンジの拡大へとつながることが示
唆された。
先行研究で電気刺激により神経の回復や新しい神経機能が構築されることも示唆されてい

る。装用者のダイナミックレンジの拡大や聴覚中枢の可塑性により微妙な音の強弱や時間と共
に移りゆく周波数の変化がわかるようになり、語音弁別の向上に結びついたと考えられる。
音入れ後2年が経過し、語音弁別が悪い装用者の刺激電流量を意図的に増加させるリハビリテ

ーションを行い、語音弁別能が改善した報告は、渉猟しえた範囲では前例がない。これは、聴
取能が悪い装用者のリハビリテーションの提案となりえる。
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新生児聴覚スクリーニング開始後の学齢期の
人工内耳装用児における言語発達

菅谷　明子 1,2、福島　邦博 3、佐藤　吏江 1、假谷　　伸 1、前田　幸英 1、
片岡　祐子 1、大道亮太郎 1、西崎　和則 1

1岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
2児童発達支援センター岡山かなりや学園、3医療法人　啓佑会　新倉敷耳鼻咽喉科クリニック

【目的】平成13年度に本邦にて新生児聴覚スクリーニング（Newborn Hearing Screening:以下、
NHS）が開始され、約15年が経過した。NHSが開始された初期の難聴児は、高等学校に進学してお
り、現在小学校に在学する難聴児の大半は難聴の早期発見や早期介入の恩恵を受けている。我々
は、平成19年度から5年間実施された感覚器障害戦略研究聴覚（Research on Sensory and Commu-
nicative Disorders : RSCD）において、高度難聴児の全国疫学調査を行い、その言語発達を調査し
た。その中で、生後6か月以前に補聴を開始した人工内耳装用児は、生後7か月以降で補聴を開始し
た児と比較して特に理解語彙や学力が有意に良好であること、一方でNHSを受けた人工内耳装用児
は受けていない児と比較して言語発達には有意差がないが、全般的に良好であることを報告した。
しかし、研究参加者のうち高学年の児はNHSを受けておらず、再度の実態調査が必要と考えられ
た。今回、我々は、NHS開始以降に岡山大学病院にてフォローアップを行っている学齢期の人工内
耳装用児を対象に、言語発達や背景因子を調査し、RSCDのデータと比較検討した。
【対象と方法】岡山大学病院にて人工内耳手術を手術した、もしくは術後岡山かなりや学園にてフ
ォローアップを受けた児のうち、平成29年度での就学児（小学1年生〜高等学校3年生）に研究への
参加を呼び掛けた。文書による同意が得られた児に、RSCDにて日本語言語発達検査のバッテリー
として使用したALADJIN（Assessment Package for Language Development in Japanese Hearing-
Impaired Children）の中から語彙、構文の各検査を行った。今回データが得られた児のうち小学生
をA群とし、RSCDのデータでの人工内耳装用児（小学生）163名のうち、NHS受検および早期補聴
児23名をB群、NHS未受検児123名をC群、7か月以降補聴群131名をD群と定義した。RSCDのデー
タから学年別の平均および標準偏差をもとに標準得点化を行い、A群とその他の群をt検定（有意水
準5％）にて比較した。尚、この研究は岡山大学病院倫理員会の承認を受けている。
【結果】平成28年7月から平成29年5月までの研究期間に本研究に参加し、データを取得できたのが
人工内耳装用児17名（男性6名、女性11名）であった。17名の補聴状況は、人工内耳の両耳装用9
名、人工内耳と補聴器のbimodal装用6名、人工内耳の片耳装用2名であった。NHS受検児は17名中
16名（94.2%）であり、生後6か月以内の早期補聴児も17名中14名（82.4％）であり、進行性の経過
をたどった難聴児2名を除いてほぼ全例が早期介入を受けていた。人工内耳および補聴器装用下で
の平均聴力レベルは28.75％、語音明瞭度（70dBの出力での67式）84.12%であった。このうち、小学
校に在籍しているのは15名（男性6名、女性9名）であった。
理解語彙の指標である抽象語理解力検査ではA群：56.90（±10.95）、B群：55.19（±7.86）、C群：

50.65（±9.52）、D群：50.03（±9.34）であった。一方で，絵画語彙検査ではA群：54.85（±8.11）、
B群：54.43（±7.85）、C群：50.21（±9.48）、D群：50.03（±9.36）であった。また、失語症構文検
査の結果では、理解構文がA群：55.96（±5.13）、B群：53.28（±10.4）、C群：50.42（±9.88）、D
群：49.73（±9.97）であった。一方で、産生構文ではA群：52.14（±6.98）、B群：50.79（±8.51）、
C群：51.00（±9.73）、D群：50.88（±9.50）であった。A群とB群には全検査で有意な差は認めず、
A群とC群、A群とD群では抽象語理解力検査および理解語彙が有意に良好であった。（p＜0.05）
【考察】現在就学している人工内耳装用児は、以前の調査でNHSおよび早期補聴を受けた児と比較
してより良好な言語発達が得られていた。また、本研究のデータからは、NHSを受けていない児
や、早期補聴を受けていない児と比較して、現在就学している人工内耳装用児は、抽象語の理解や
構文の理解が有意に良好であった。NHSの実施とその後の早期補聴、さらには適切な時期に人工内
耳手術を行うことで、こうした成果があがっていると考えられる。背景因子についても解析を行
い、報告予定である。
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聴神経腫瘍内耳道底進展例の聴力予後

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】
内耳道底に進展した聴神経腫瘍症例の聴力は不良であることが報告されている。今回われわ

れは内耳道底進展聴神経腫瘍の聴力とその後の経過について検討したので報告する。
【対象】
日本大学板橋病院において1999年1月から2017年4月までに初期に経過観察を半年以上施行し
た聴神経腫瘍患者80例について検討し、内耳道底進展例（以下進展群）と進展のない例（以下
非進展群）について最大面積の増大傾向、0.5k、1k、2k、4kの平均聴力の変化を検討した。対
象全例80例の内訳は男性34例、女性44例、平均年齢55.2歳で、そのうち26例に初診時内耳道底
進展がみられていた。
【結果】
初診時または初診後早期の最良純音聴力の平均は進展群54.0dBに対して非進展群34.8dBと有

意に聴力は不良であったが、聴力の悪化率は差はみられなかった。30dBの良好または50ｄBの
有効聴力を失うまでの時間は有意に進展群で短かったが、進展群が2000日以内にすべての例が
有効聴力を失うのに対し、非進展群では30％の症例が有効聴力を保持していた。（図）初診時腫
瘍面積、増大率については差はみられなかった。
【考察】
内耳道底へ進展した聴神経腫瘍は聴力が不良であるとされているが、今回の検討でも同様の

傾向が得られた。初診時の聴力が不良であるため、その後の聴力悪化もそれに比例して悪化す
るが、特に有効聴力が非進展群より早期に失われることが示された。
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聴神経腫瘍症例の検討

近藤　俊輔、我那覇　章、比嘉　輝之、鈴木　幹男
琉球大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】聴神経腫瘍の治療には、wait and scan、放射線治療、手術があるが、明確な治療ガ
イドラインは無く、個々の症例において最善の治療を判断するのは容易ではない。今回、我々
は聴神経腫瘍の治療法選択の一助とすべく、wait and scanを行った症例の経過について報告す
る。
【対象と方法】1992年11月から2016年11月までに当科を受診し1年以上wait and scanを行った45
例（男：女＝18：27、年齢19歳〜79歳、平均観察期間58.2ヵ月）を対象とし、腫瘍サイズの経過
と聴力経過について検討した。腫瘍サイズはMRI画像における腫瘍の最大径により評価した。
聴力経過は純音聴力検査（4分法）により評価した。
【結果】腫瘍サイズに関しては、診断時の腫瘍最大径は平均9.2±5.6mmであった。MRI上、腫瘍
の嚢胞化を2例（4.4％）に認めた。腫瘍増大速度は平均0.25mm/年（－1〜8mm/年）であった。
5年以上の長期経過観察し得た19例における腫瘍増大速度は-0.03mm/年（－1〜2mm/年）と、明
らかな腫瘍の増大を認めない結果であった。性別、年齢、めまい症状の有無、初診時聴力、腫
瘍部位、初診時腫瘍径、画像上嚢胞の有無で腫瘍増大速度への関与を検討した結果、嚢胞を有
する例で有意に腫瘍増大が速かったが、他の要因においては、腫瘍増大速度に有意差を認めな
かった（表1）。聴力悪化に関しては診断時に有用聴力（患側聴力50dB以内）であった28例（観
察期間　平均56ヵ月　12〜193ヵ月）を対象として検討を行った。経過中に51dB以上に悪化した
症例は5例（17.8％）であり、51dB以上に悪化するまでの期間は平均1.6年（1〜3年）であった。
また聴力悪化と関連する因子を検討した結果、初診時腫瘍径11mm以上および初診時聴力31dB
以上の例で有意に有用聴力が喪失していた（表2）。
【まとめ】嚢胞化を有する聴神経腫瘍のwait and scanにおいては、腫瘍増大の早い例があること
を念頭に、経過観察すべきであると考えられた。また初診時の腫瘍長径が11mm以上の例や、聴
力が31dB以上の例では経過中に有用聴力喪失の可能性を考慮し、wait and scan以外への治療へ
の方針転換も念頭に置きながら経過観察すべきである。
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突発性難聴患者に聴神経腫瘍が発見された頻度

藤田　　岳、齋藤　和也、瀬尾　　徹、土井　勝美
近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
突然の聴力低下を自覚し耳鼻咽喉科で突発性難聴と診断された患者に、頭部MRIを撮影する

と小脳橋角部あるいは内耳道に腫瘍性病変を認めることは稀ならず経験する。かつては、突発
性難聴患者の1％に聴神経腫瘍を認めたという報告があるが（Shaia et al, Laryngoscope, 1976）、
近年では4%という報告もみられる（Lee JD et al, Skull Base, 2011）。また、聴神経腫瘍の7-20%
が突発性難聴様の突然の聴力低下を経過中に示すという報告もみられる（Yanagihara N et al,
Laryngoscope, 1993）（Sauvaget E et al, Acta Otolaryngol, 2005）。今回我々は当院において、突
発性難聴患者のうちに聴神経腫瘍が発見された頻度を調べたので報告する。
【対象】

2008年1月から2017年2月の間に、近畿大学医学部附属病院耳鼻咽喉科を受診した患者で突発
性難聴として当院を受診した患者または、突発性難聴として治療をうけた861例（男性376例、
女性485例）を対象とした。
【結果】

861例中、MRIで聴神経腫瘍が指摘されたのは16例（1.86%）であった。またMRIを撮影した
499例中では3.21%の頻度であった。年齢は19歳から74歳（中央値は57.5歳）、男性、女性ともに
8例であった。また、Koos分類ではGrade Iが9例、Grade IIが6例、Grade IIIが1例で、Grade IV
に該当する症例はみられなかった。聴力像は様々であり、大きさやGradeと明らかに相関は見ら
れなかったものの、Grade Iの症例では聴神経腫瘍に特徴的といわれる2kHzにdipを認める例が
いくつか見られた。
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Hunt症候群と鑑別を要した内耳道内聴神経腫瘍の１例

石井阿弥子、物部　寛子、岡田　和也、中西わか子
日本赤十字社医療センター

聴神経腫瘍で顔面神経麻痺をきたすことは稀であり、麻痺が出現する場合は腫瘍がある程度
成長してからで症状は緩徐に進行することがほとんどである。また聴神経腫瘍を有する患者が
顔面神経麻痺を発症した場合、腫瘍が原因なのか、または偶発的に末梢性顔面神経麻痺を併発
したのかを判別するのは困難な場合も多い。今回我々は以前より内耳道内に限局した聴神経腫
瘍を指摘されていた患者が急性感音難聴と顔面神経麻痺を同時期に発症したので、その経過と
原因について考察する。症例は40歳女性、20XX年3日前からの耳鳴り、耳閉感、めまいを主訴
に当院を受診。この時に施行したMRIで左内耳道内に6ｍｍ大の腫瘍を指摘された。症状は改善
し、通院は自己中断となっていた。20XX+1年左耳痛、難聴、ふらつきを主訴に再診。純音聴力
検査にては左スケールアウトであったため、突発性難聴に準じステロイド内服と鼓室内ステロ
イド注入療法を開始した。また、疼痛が強かったため帯状疱疹の可能性も考慮し、バルトレッ
クスも同時に開始した。しかしその翌日に柳原法10/40点の左顔面神経麻痺が出現したため、同
日入院にてステロイド点滴加療の方針とした。入院中に施行したMRIを半年前のものと比較す
ると、T2drive画像では腫瘍の増大が示唆されたが、造影MRIにて造影効果は辺縁のみであった
ため、腫瘍実質の増大を反映しているのではなく内部の変性とそれに伴う周囲の炎症性変化と
考えられた。またENGで右向き自発眼振、c-VEMP左反応なし、左CP90％と左聴神経腫瘍に矛
盾しない所見であったが、一方でABRは振幅は右に比較して小さく、潜時の延長があるものの
90dBでV波を確認、DPOAEも正常であり、純音聴力検査との解離を認めた。顔面神経麻痺発症
8日目に施行した筋電図検査でENoG46％、NET左右差は3.8ｍAであった。前庭機能検査ではc-
VEMP左反応なし、左CP90％、聴覚系検査ではABRでは潜時の延長があるものの90dBでV波を
確認、DPOAEは正常であった。聴神経腫瘍にて顔面神経麻痺を起こす頻度は5%以下と言わ
れ、顔面神経麻痺を生じた症例の中で腫瘍が内耳道に限局したものでは1%以下とさらに稀であ
る。このため、左不全型ハント症候群の合併を考えたが、Hunt症候群で65dB以上の聴力閾値上
昇を認めたものは1.8%のみであったとも報告あり、本症例はHunt症候群としては聴力像、ENoG
所見、造影MRI画像所見も非典型的であり、聴神経腫瘍が内部変性を来たし、急激に腫瘍周囲
の炎症性変化を伴って増大し内耳道内で顔面神経を圧迫した結果、麻痺が生じた可能性が考え
られた。内耳道内に限局した聴神経腫瘍で顔面神経麻痺を起こすことは稀ではあるが、本症例
と同様の症例も報告されており聴神経腫瘍の経過を追う上で注意が必要と思われた。また、顔
面神経麻痺は軽快傾向にあるため、手術は勧めてはいないが顔面神経鞘腫の可能性も否定でき
ないと考えている。本症例の経過について文献的考察も含め報告する。
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急性両側難聴で発症しNF2が疑われた、胃癌内耳道転移症例

木村　朱里、水足　邦雄、高橋洋一郎、塩谷　彰浩
防衛医科大学校病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
小脳橋角部へ転移をきたす悪性腫瘍に遭遇する機会は臨床上まれである。急性両側難聴で発

症し画像精査にて両側内耳道内に腫瘍性病変を認め両側聴神経鞘腫（NF２）と考えたがその後
急激な症状悪化を来たし最終的には胃癌による髄膜播種、内耳道内への転移であったと考えら
れた一例を経験したため報告する。
【症例】

66歳男性。平成27年6月より骨髄異形成症候群にてシクロスポリン+タンパク同化ステロイド
治療中であり無増悪で経過していた。また平成27年11月に胃癌（StageIV、腹膜播種）にて胃全
摘術施行後であり緩和の方針となったものの平成29年2月の時点でSDであり経過観察中であっ
た。ADLは自立し日常生活に支障はなかった。平成29年4月下旬に左難聴を自覚し5月初旬に当
科を受診した。
【経過】
初診時左聴力はスケールアウトであり左突発性難聴の診断で同日より入院、PSL150mgより漸

減投与を開始した。入院3日後に左顔面神経麻痺が出現しRamsey-Hunt症候群を疑いバラシクロ
ビル内服を開始した。頭部造影MRIにて両側内耳道内に造影される結節影（右：11ｍｍ、左：
16ｍｍ）を認めたため脳神経外科にコンサルト、協議した結果NF２の診断に至った。左高度難
聴・顔面神経麻痺を来していることから脳神経外科よりγナイフ治療を推奨され本人も希望し
専門施設へ紹介予定となった。一旦退院したが3日後めまいの増悪、右聴力低下を認め再入院し
た。対症療法を行なったがめまいは改善せず寝たきりのADLとなり両側聴力低下にて筆談とな
った。20日後39度台の熱発、項部硬直を認め髄膜炎が疑われた。髄液細胞診にてClassV、ade-
nocarcinomaが検出されたことより胃癌の髄膜播種と考えられた。緩和目的に消化器外科に転科
するも意識状態は増悪傾向となり初診より46日後に永眠された。
【考察】
胃癌両側内耳道転移により蝸牛・前庭症状、顔面神経麻痺を来した症例を経験した。髄膜癌

腫症は転移性脳腫瘍の約5％に認められ極めて予後不良の疾患である。癌細胞が脳脊髄膜にびま
ん性転移を来し髄膜炎症状を呈する。原発巣として乳癌、肺癌、悪性黒色腫、胃癌が多いとい
われる。今回、画像所見からＮＦ２を前提に治療をすすめていたが、症状の経過が通常より急
激であり髄膜炎症状が出現したことで最終的に髄膜癌腫症との診断に至った。本来であれば初
期に胃癌播種の可能性を念頭におくべきだったがＮＦ２と思いこみ治療をすすめた結果ＢＳＣ
への移行が遅れてしまったことが反省を要する症例であった。
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後頭蓋窩破壊と鼓室内進展をきたした顔面神経鞘腫の１例

本多　伸光 1、高木　太郎 2、中村光士郎 1

1愛媛県立中央病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2愛媛県立新居浜病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

顔面神経鞘腫は顔面神経原発腫瘍の多くを占め、神経鞘のSchwann細胞から発生する腫瘍で
ある。本疾患は顔面神経の走行するいかなる部位からも発生しうるが、側頭骨内顔面神経（内
耳道〜垂直部）から発生することが多いとされている。寺岡らによると自験例の検討から、発
生部位で最多は水平部であり、次いで内耳道部、膝神経節部、垂直部、側頭骨外の順の頻度で
あったと報告している。今回、われわれは垂直部を中心として後頭蓋窩方向に進展し頭蓋底骨
破壊をきたし、また外耳道破壊、鼓室内進展をきたした顔面神経鞘腫の1例を経験した。治療は
脳外科との合同手術で経後頭蓋窩および経乳突アプローチにより腫瘍摘出術を行った。症例報
告を行い、文献的考察を加えて発表する。症例は65歳男性、主訴は左難聴である。5年前から
徐々に進行する左難聴を自覚し、近医を受診した。聴力検査にて左難聴、CT検査にて左側頭骨
の骨破壊をきたす左側頭骨腫瘍を認めたため、精査加療依頼にて当科に紹介された。初診時、
耳鏡所見では左外耳道から鼓膜後縁にかけて表面平滑な隆起性病変を認め、聴力検査は4分法で
右47.5dB、左65dBの混合性難聴を認めた。左顔面表情運動は完全麻痺であった。造影CT検査で
は左鼓室から乳突蜂巣さらに側頭骨外に進展し、後頭蓋窩では骨破壊をきたし小脳に接するよ
うに膨隆した軟部陰影を認めた。病変は淡い造影効果を認めた。造影MRI検査では同部位の陰
影はT1にて筋肉より軽度高信号、T2にて高信号と低信号が混在しており、造影効果はまばらに
混在して認められた。左S状静脈洞は圧排され描出されず、病変は小脳を軽く圧排していた。既
往歴として16年前に紹介元にて左耳下腺腫瘍摘出術を受けており、術後より左顔面麻痺を来し
たが、術後の経過観察は自己判断で中止したとのことであった。紹介元に問い合わせたところ
当時の診療詳細は不明であったが、手術記録は残存しており、顔面神経鞘腫を疑う所見であっ
た。以上のことより左顔面神経鞘腫の再発による後頭蓋窩および鼓室内への進展病変を強く疑
い、脳外科との合同手術による左側頭骨腫瘍摘出術を実施した。手術はまず脳外科により後頭
開頭を行い脳硬膜を露出し、腫瘍後方と硬膜との境界を確認した。そののち側頭骨削開をおこ
ない側頭骨内腫瘍の表面を広く露出した。病変の下前方である乳様突起先端部分は、胸鎖乳突
筋起始部を一部切除し術野を展開した。腫瘍は脳硬膜、S状静脈洞、juglar bulbとの癒着は高度
であり剥離は困難であった。術中迅速にて腫瘍が良性の神経鞘腫であることを確認し、癒着が
高度な部位は被膜内摘出術を行った。外耳道後壁骨には病的破壊も見られたが概ね温存でき、
後鼓室開放にて鼓室内病変にアプローチした。耳小骨連鎖を温存して鼓室内腫瘍を全摘した。
腫瘍は顔面神経錐体部付近で正常顔面神経に移行しており、同部位で正常神経を切断して切除
断端とした。後半規管に一部欠損を生じたため筋膜、軟骨板、筋膜の3重構造で閉鎖した。術
後、頭蓋内合併症など大きなトラブルなく順調に経過している。
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急性中耳炎を併発した頭蓋底骨髄炎の１例

堀中　昭良、成尾　一彦
奈良県総合医療センター

【はじめに】頭蓋底骨髄炎は悪性外耳道炎を契機として、頭蓋底へ炎症が波及したもので、時に
致命的となりうる疾患である。近年、外耳道炎を伴わない、非典型的な頭蓋底骨髄炎の報告が
みられる。今回我々は、急性中耳炎を併発した頭蓋底骨髄炎の1例を経験したので報告する。
【症例】74歳女性。他院整形外科で関節リウマチに対し免疫抑制薬を内服され、2013年からはゴ
リムマブ、2016年9月からはアバタセプトの点滴が開始されていた。2017年3月より左側頭部痛
を認め、同整形外科へ入院となった。免疫抑制薬やアバタセプトは中止され、抗菌薬加療を受
けるも、依然頭痛が続くため、頭部MRI検査を施行したところ、左真珠腫が疑われ、当科へ紹
介となった。鼓膜所見上、真珠腫は否定的で、急性中耳炎が疑われた。外耳道には炎症所見を
認めなかった。CT検査を施行したところ、頭蓋底の骨破壊を認め、鼓室内は軟部陰影で充満し
ていた。内視鏡所見では上咽頭腫脹、膿汁の付着を認め、悪性疾患の可能性も考慮し、生検を
したが悪性所見は認めなかった。咽頭の膿汁の培養検査ではStreptococcus anginosusが検出さ
れた。転院の上、抗菌薬による加療を行ったところ、徐々に頭痛は軽快され、退院となった。
【考察】典型的な頭蓋底骨髄炎は、高齢の糖尿病患者に発症した外耳道の炎症が頭蓋底まで波及
するものである。一方、外耳道に炎症を認めない頭蓋底骨髄炎が非典型例として近年報告され
ている。本症例も外耳道には炎症所見を認めず、非典型的な頭蓋底骨髄咽頭炎と考えられた。
既往に糖尿病はなかったものの、関節リウマチにて免疫抑制薬や生物学的製剤の投薬を受けて
おり、それらに伴う免疫不全状態が発症の誘因になった可能性が考えられた。上咽頭の炎症が
頭蓋底に波及し頭蓋底骨髄炎に、また耳管方向へも炎症が波及し急性中耳炎になったのか、な
いしは急性中耳炎を起因として頭蓋底骨髄炎を起こした可能性もあると考えられた。諸家の報
告を参照すると、頭蓋底骨髄炎典型例のように緑膿菌に伴う悪性外耳道炎が原因とされる症例
では、緑膿菌に感受性のある第4代セフェムやニューキノロンが第一選択とされている。また炎
症の再燃がみられることがあり、6週間の抗菌薬加療を続けることが望ましいとされている。本
症例では菌感受性検査で緑膿菌は検出されず、第3代セフェムでの点滴加療を2週間行ったとこ
ろ、全身状態、血液検査所見ともに著明に改善したため、以後は退院のうえ、抗菌薬の内服加
療に切り替えた。
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外科的切除を選択した側頭骨炎症性偽腫瘍の１例

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

慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】元来、炎症性偽腫瘍（IPT）と報告されてきた病態は、全身に発生母地を持ち、局
所の占拠性病変で悪性腫瘍類似の増殖傾向を示すため、検査所見からは確定診断の困難な疾患
群である。また、好発部位は、肺を始めとして、後腹膜、縦隔、骨盤内等多岐にわたるもの
の、頭頚部領域の割合は５％以下とされている。近年では、IPT内で炎症性筋線維芽細胞性腫瘍
（IMT）やIgG4関連硬化性病変など、疾患の細分化が提唱される一方で、それらの基準に則った
頭頸部領域での治療報告はほとんどなされていない。今回我々は、側頭骨原発のIPTを疑い外科
的切除にて確定診断を得た1例について報告する。
【症例】74歳男性。当院初診の半年前に右急性難聴、めまいを自覚し、近医を受診した。側頭骨
CT、頭部MRIにて異常は指摘されず、めまいを伴う突発性難聴の診断でステロイド加療を受け
たが、聾からの改善はみられなかった。初診2か月前より右耳漏が出現し、鼓膜の肉芽様変化を
指摘され、当院紹介受診となった。側頭骨CT、頭部造影MRIにて、内耳を中心に内耳道、鼓
室、外耳道に広がり、内耳骨包を内側より圧迫性に破壊し、強度に造影される腫瘤性病変を認
めた。IPTに特徴的な画像所見であり、中耳生検による組織診断で肉芽組織のみであることを確
認した。血液検査にてANCA陰性で、培養検査等も異常ないことから、IPTの診断となった。前
医での頭部MRIを再確認したところ、内耳道底を中心に内耳道内から蝸牛内にかけて軽度造影
される病変が描出されており、内耳道底原発のIPTと考えられた。増大速度のかなり速い病変で
あり、治療は外科的摘出を選択し、経迷路的内耳・内耳道腫瘍摘出術、外耳道閉鎖術を施行し
た。鼓室から内耳、内耳道にかけて硬い腫瘤性病変が存在し、内耳骨包を内側より破壊し、中
頭蓋窩や内耳道にて硬膜と癒着し、一部内頸動脈管の破壊も確認された。摘出標本による組織
診断は炎症性肉芽組織の増生、線維化を認めたが、全体に非特異的な炎症像のみであった。
IgG4陽性細胞はほとんど検出されず、IMTに特徴的なALK（anaplastic lymphoma kinase）は
陰性で、免疫染色で特徴的な所見はないことから最終的にIPT, not otherwise specified（NOS）
と診断した。術後3か月経過し撮影した頭部造影MRIにて明らかな再発所見は認めていない。慎
重な経過観察を予定している。
【考察】IPTの治療として、外科的切除、ステロイド投与、放射線治療等、多岐にわたる報告は
あるものの、IPT全体での確立されたエビデンスは乏しい。また、頭蓋底や側頭骨を原発とする
IPTの報告は極めて少なく、耳鼻咽喉科領域での治療成績の蓄積は本邦のみならず世界的にも乏
しいのが実情である。その一方で、近年、IPTと診断されうる筋線維芽細胞や炎症性細胞を含む
病変には、様々な病態が存在することがわかってきており、提唱されている分類はいまだ議論
のある概念であるものの、区別すべき病態への理解が進みつつある。つまり、疾患を細分化す
ることで、病態ごとの統一された治療方針が適応可能と考えられる。代表的なものとして1990
年に真の腫瘍であると報告されたIMTがあり、2002年骨軟部腫瘍WHO分類から中間悪性腫瘍に
分類され、外科的切除が第一選択とされる。その他、ステロイドが著効するとされる IgG4関連
硬化性病変や、感染症、特殊な良悪性腫瘍があり、それらを除外した上で腫瘍性か反応性か判
定し難い症例として分類不能な IPT, NOSという病態が存在する。本症例に焦点を当てると、側
頭骨原発IPTの特徴として、画像所見にて骨破壊を伴い増大傾向を示すことから悪性腫瘍との鑑
別が困難であることや、増大の結果、容易に内耳や頭蓋内、大血管へ進展することが挙げられ
る。そのためIPTを疑った際には徒に経過観察とすべきではなく、組織診断が不可欠である。ま
た、生検での小検体では他の腫瘍性病変の確実な除外や IMT等の鑑別が困難であることから、
診断兼治療目的に外科的切除が第一選択になることが多く、本症例でも確定診断を兼ねて手術
を選択した。最終的に IPT, NOSの診断に至ったが、このような疾患の分類が、術後追加治療の
必要性や予後の予測に有効であったと考える。
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顔面神経麻痺をきたした耳かき外傷例

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

1県立広島病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2県立広島病院　小児感覚器科

耳かき外傷による鼓膜穿孔は、われわれ耳鼻咽喉科医がしばしば遭遇する疾患であり、多く
の症例では保存的治療によって治癒が期待できる。しかし、時に耳小骨離断や内耳障害などの
合併症を併発することもあり注意が必要である。今回われわれは、耳かきによる外傷性鼓膜穿
孔に顔面神経麻痺、耳小骨離断を伴った症例を経験したので報告する。症例：33歳、男性。既
往歴・家族歴:特記すべき事項はなし。現病歴：X年4月中旬、耳かきを用いて左耳掃除をしてい
て誤って突き刺した。左難聴・めまい・左顔面神経麻痺あり、近医受診後、当科紹介受診とな
った。鼓膜所見：左鼓膜の後上方に穿孔を認め、キヌタ骨長脚が見えていた。明らかな外リン
パの漏出は認めなかった。眼振初見：左向き持続性眼振を認めた。顔面神経麻痺スコア：10/40
点であった。標準純音聴力検査所見：左混合性難聴を認め、4分法で 68.3dBであった。
2000kHz・4000kHzで骨導閾値の低下を認めた。側頭骨CT所見：明らかな異常所見を指摘でき
なかった。治療経過：同日入院とし、翌日手術を施行した。耳後部切開によるアプローチで鼓
室内を確認したところ、キヌタ・アブミ関節は離断していた。アブミ骨が前庭内に陥没してお
り、温存不能であったため摘出した。ツチ骨〜キヌタ骨の連結もゆるく、キヌタ・ツチ関節も
離断していると判断しキヌタ骨を摘出した。前庭内にピストンワイヤーを挿入しツチ骨に連結
させた。顔面神経管は水平部で骨折しており、その部分の顔面神経が腫脹していた。可及的に
骨片を除去した。術後、顔面神経麻痺は徐々に改善し、術後6か月時点で、32/40点まで回復し
た。外傷性鼓膜穿孔は、日常診療でしばしば遭遇する疾患である。耳かきによる鼓膜外傷の合
併症としては、耳小骨離断や外リンパ瘻、内耳障害といったものが挙げられる。一方、耳かき
外傷にて顔面神経障害を来した報告は極めて稀である。野中らは、内耳障害と顔面神経麻痺を
伴った外傷性鼓膜穿孔の1例を報告しており、受傷直後から顔面神経麻痺を来した症例に対して
緊急で手術を施行し麻痺の改善を認めたとしている。また、瀬野らは、耳かき外傷を受傷した6
日後から顔面神経麻痺をきたした症例を報告しており、保存的治療により改善したとしてい
る。今回の症例では受傷直後から顔面神経麻痺をきたしており、耳かきによる直接損傷が原因
と考えられた。耳鏡所見・術中所見から考えると、耳かきは鼓膜後上方より入り、キヌタ・ア
ブミ関節を離断させ、アブミ骨を下方へ陥没させ、顔面神経水平部に至ったものと考える。顔
面神経損傷部の骨折片を除去し顔面神経管を開放することで麻痺は改善を得られた。外傷性顔
面神経麻痺は側頭骨骨折に伴って起こることが多い。受傷直後からの完全麻痺や不全麻痺が遷
延する場合は手術適応であると考えられるが、手術時期については議論のあるところである。
しかし、いったん予後不良と考えられる場合は、可及的速やかな手術が望まれる。今回の症例
では、受傷直後から高度な麻痺をきたしており、速やかに手術を行い回復が見られた。
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耳かき外傷に対して当日緊急手術を施行した一例

北野　公一、西村　忠己、山中　敏彰、北原　　糺
奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳かき外傷は日常診療で遭遇しうる疾患であるが、当日緊急手術を要した症例は渉猟しえた
限り稀である。今回われわれは、耳かき外傷で耳小骨連鎖離断とアブミ骨損傷による外リンパ
瘻をきたし、当日緊急手術した症例を経験したので報告する。
【症例】12歳男性。2017年4月1日10時頃、耳かきの最中に弟と接触して竹製の耳かき棒で左耳を
損傷した。受傷直後からめまいが出現し、歩くと左に傾くようになった。近医耳鼻科を受診
し、左鼓室に耳かき棒の破片を認め、めまいが持続しているため当科に救急搬送された。13時
に当科に来院時、右側臥位以外の体位変換は、めまいと嘔吐とにより不可能であった。同体位
で右向き水平回旋混合性眼振を認めた。顔面神経麻痺は認めなかった。左鼓膜後下象限から後
上象限にかけて中穿孔を認めたが、出血のため異物は確認できなかった。めまいが強く純音聴
力検査は施行できなかったが、Weber試験で左に偏倚を認めた。外傷性外リンパ瘻を疑い、当
科受診の約3時間後に全身麻酔下に左鼓室開放をおこなった。耳かき棒の破片を鼓室内に確認し
除去した。鼓索神経は外傷の影響で細く伸びていたが切断を免れていた。ツチ骨とキヌタ骨は
確認できたがツチ・キヌタ関節は脱臼し偏位していた。アブミ骨は認めず、前方に粉砕された
アブミ骨の骨片を認めた。内耳にairが入っていたため、生理食塩水で腔内を満たして、側頭筋
膜で卵円窓を閉鎖した。筋膜とツチ骨との間にキヌタ骨を加工したコルメラを挿入し連鎖を再
建した。ステロイドの投与は術中から開始し、術後1週間行った。術後2日目には歩行可能とな
ったが、安静時の右向き水平回旋混合性眼振が続いていた。術後6日目には自発眼振消失した
が、頭振りで右向き水平回旋混合性眼振が誘発された。同日ガーゼを抜去した。純音聴力検査
（3分法平均聴力レベル）では右10.0dB、左40.0dBの左高音障害型混合性難聴を認めた。術後8日
目には頭振りの眼振は認めたが、めまいは落ち着き退院となった。退院後はめまいなく日常生
活を送ることができている。術後2ヶ月後の純音聴力検査では左36.7dBで左高音障害型混合性難
聴であったものの、2000Hzや4000Hzで改善を認めていた。一方で、頭振りの眼振は依然として
認めていた。
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難聴を契機に診断されたCat Eye症候群の１例

上原奈津美 1、長谷川信吾 2、柿木　章伸 1、丹生　健一 1

1神戸大学　医学部　附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2はせがわ耳鼻咽喉科クリニック

【はじめに】Cat Eye 症候群は、虹彩欠損、鎖肛を主兆候とし、眼裂斜下や耳介変形を含む特徴
的顔貌および精神発達遅滞、心奇形等を伴うまれな疾患である。Haabが最初に報告しSchachen-
mannらが過剰染色体を発見した。今回我々は、難聴を契機に診断されたCat Eye 症候群の1例
を経験したので報告する。
【症例】15歳　男性　主訴：左難聴現病歴：両滲出性中耳炎に対して前医で両鼓膜チューブ留置
術を合計3回施行。201X年から鼓膜所見・画像所見上異常は指摘できないものの左伝音性難聴を
呈していた。鼓室硬化症などを疑われ、精査加療目的で紹介受診となった。既往歴：大動脈弓
離断症、鎖肛、側弯症、WPW症候群、軽度知的障害検査所見：左鼓膜に穿孔や硬化病変なし。
聴力検査では左伝音性難聴を認めた。平均聴力は4分法で気導17.5dB、左36.3dB。骨導閾値は、
右10dB、左５dB。気骨導差は右7.5dB 左31.3dBであった。側頭骨CTでは、左伝音連鎖は保た
れており鼓室内や乳突蜂巣内に軟部陰影は認めなかった。手術所見：全身麻酔下で左鼓室形成
術を施行。ツチ骨、キヌタ骨の固着およびキヌタ骨長脚の奇形や顔面神経の走行異常を認め
た。ツチ骨を用いてIIIc型で伝音再建した。経過：術後左聴力は平均気導聴力18.8dB、気骨導差
12.1dBに改善した。術中の耳小骨奇形の所見と既往歴、現症から症候性の遺伝子疾患の可能性
を両親に伝えた。幼少期に染色体異常の可能性を小児科から指摘されていたが、当時は遺伝子
検査を希望せず、診断には至っていなかった。今回の手術結果を機に精査を希望された。当院
遺伝子診療部で遺伝カウンセリングを行い、G-bandingで染色体検査したところ過剰染色体を認
めた。さらにCGHアレイを用いたマイクロアレイ解析を行った結果、22q11テトラソミーを認め
た。臨床経過と併せてCat Eye症候群と診断された。このことにより、様々な既往症の原因が判
明し生命予後が概して良好なことが分かり、本人および両親の安心につなげることができた。
【考察】今回我々は、難聴の原因として耳小骨奇形を認め、これを機にCat Eye症候群と診断で
きた1例を経験した。難聴の原因として、本症例のように既往歴などから症候性の疾患が疑われ
る症例は少なくない。様々な臓器に症状が発現していても、個々に対応され診断には至ってい
ない場合も多い。近年、先天性難聴の原因遺伝子解析が保険診療で出来るようになり、耳鼻科
医の立場からも原因遺伝子の診断および各合併症への予防や精査について各診療科につなげる
ことができると考えられる。その際は染色体検査を含め遺伝子検査前後のカウセリングも重要
であり慎重に行うべきである。
【謝辞】神戸大学大学院医学研究科　分子脳科学　池田　真理子先生CGHアレイを用いたマイク
ロアレイ解析および検査前後の遺伝カウンセリングを行っていただいた。
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P-134 早期の診断と治療介入により内耳障害が改善した
Cogan症候群の１例

本岡　太心、高木　大樹、岡田　昌浩、寺岡　正人、羽藤　直人
愛媛大学　医学部　耳鼻咽喉科

Cogan症候群は、非梅毒性角膜実質炎と内耳障害を呈するまれな疾患である。発症より2週間
以内のステロイド投与が聴力予後を規定するとされ、早期の診断と治療が重要となる。今回
我々は多彩な全身症状と難聴、眼症状を伴った典型的Cogan症候群の１例を経験したので報告す
る。症例は17歳女性。２週間前より発熱、咽頭痛、下痢および全身倦怠感を自覚したため、近
医内科を受診し血液検査で白血球とCRPの上昇を認め、抗生剤を投与された。その後、腹痛、
嘔吐に加えて眼瞼結膜充血、後頭部痛も自覚し、髄膜炎が疑われ前医入院となった。MEPM点
滴治療を開始されたが症状の改善なく、精査加療目的に当院内科に入院した。入院後より難聴
と耳鳴、回転性めまいを自覚し、当科を紹介受診した。両鼓膜とも異常を認めなかったが、純
音聴力検査で右33.8dB、左30dBの両側感音難聴と右向きの定方向性眼振を認めた。内耳障害と
眼症状からCogan症候群が疑われ、同日よりステロイドパルス療法（mPSL1g×3day）を開始し
た。その後はPSL 40mg/dayより２週間ごとに漸減し、アザチオプリン50mg/day併用の維持療
法を行った。治療開始後より症状は徐々に改善し、治療開始17日後にCRPが陰性化した。31日
後の聴力検査では右18.8dB、左12.5dBに改善し、さらに40日後に眼振は消失し、徐々に耳鳴や
めまい症状も軽快した。Cogan症候群の原因は不明であり、男女差はなく、平均発症年齢は25歳
と報告されている。眼症状と感音難聴、前庭障害はQOLに大きく影響するため、早期治療が望
まれる。本疾患の15%程度で全身性の血管炎症状を来たすとされており、発熱、倦怠感、関節痛
や筋肉痛、体重減少、消化管出血、リンパ節腫脹など多彩な症状を示すため、ウイルス感染、
自己免疫性疾患、その他血管炎との鑑別が必要となる。本症例では難聴や眼症状からを発症早
期にCogan症候群を疑い、治療介入を行うことで、良好な聴力改善がえられた。若年者で両側の
内耳障害に加え、眼症状や全身の血管炎症状を認めた際には、本症候群を念頭に置いて精査加
療を進めるべきである。



両側性内耳奇形に合併した肺炎球菌（PRSP）性髄膜炎症例

手塚　綾乃 1、佐々木　徹 2、中村　謙一 2、島田　茉莉 2、伊藤　真人 3

1自治医科大学　初期臨床研修センター、2自治医科大学 耳鼻咽喉科、
3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】小児の反復する髄膜炎の原因として内耳奇形は重要である。近年は乳幼児聴覚スク
リーニングの周知に伴い、生後早期から難聴が発見される症例も増えており、難聴の原因精査
によって内耳奇形が発見される場合もしばしばみられる。我々は1999年の本学会において、一
側性の内耳奇形に合併したPRSP髄膜炎症例を報告し、髄膜炎の発症がない状態で発見された内
耳奇形症例の、内耳充填術などの手術適応について考察した。今回両側性の内耳奇形に肺炎球
菌（PRSP）髄膜炎を合併し、脳炎・脳浮腫をきたした症例を経験し、一側の内耳充填術を施行
したので、若干の文献的考察を加えて報告する。
【症例】５歳４か月、男児
【現病歴】新生児聴覚スクリーニングにて両側リファーのため生後４か月で近医受診。ABRにて
右耳重度難聴、左耳中等度難聴をみとめたため、経過観察後に左耳に補聴器装用開始した。２
歳時にCTによる難聴の原因精査にて両側内耳奇形の診断を受けた。また右耳の鼓室・乳様突起
内には一部含気を伴う軟部組織陰影が認められた。過去に一度も髄膜炎の既往がなかったこと
から経過観察とされた。５歳４か月時に、発熱、頭痛が出現し、翌日には意識混濁が出現した
ため救急外来受診した。1－2週間前に同胞と母がインフルンザに罹患していた。
【現症】意識レベルはGCS E4V2M4。JCS I-3。四肢は屈曲し軽度硬直を認め、側臥位で頭部が後
屈していた。項部硬直著明で、頸部前屈で痛みが強く、上肢の筋緊張亢進、下肢は蹴るような
動きが見られた。
【検査所見】血液検査：WBC 16800／uL（Seg 78.5%, Lym 15.0%, Mo 6.5%）頭部単純CT検査：
脳溝、皮髄境界不明瞭。実質はびまん性低吸収域を認める。脳室狭小化あり、脳幹周囲の脳槽
狭小化がみられた。頭蓋内出血なし。頭部単純MRI検査：左側頭葉脳表、右小脳半球にDWI高
信号を認めた。両側乳突蜂巣、上顎洞・前頭洞・篩骨洞に液体貯留を認めた。インフルエンザ
迅速検査：陰性髄液検査（脳浮腫が強く入院翌日に延期施行）：髄液中細胞の軽度上昇、髄液糖
の経度低下を認めた。培養にてPRSPを検出した。血液培養検査：陰性
【経過】直ちに ICUに入院し、ABPC 300mg/kg + CTRX 114mg/kg、ACV 45mg/kgを開始し
た。入院２日目には MMT 1の右半身麻痺、右口角下垂（顔面神経麻痺）が見られた。髄液検査
から肺炎球菌が検出されたため、ABPCを増量（400mg/kg）するとともに、mPSL pulse療法を
開始した。　入院4日目の頭部CTでは、皮髄境界は明瞭化して、脳浮腫も改善傾向がみられ
た。　14日間抗菌薬点滴加療を行なったが、その１週間後の髄液検査にてBLNARが検出され
た。しかし、全身状態は安定しており、経過観察を行なったが、髄膜炎の再燃は認めなかっ
た。経過中、耳痛の訴えはなく、鼓膜所見でも急性中耳炎を疑う所見は皆無であった。　側頭
骨CT検査にて、両側の内耳奇形（右＞左）と、右側頭骨内軟部陰影を認めた。　髄膜炎の原因
として右内耳奇形に伴う耳性髄液漏と考えられたため、右内耳充填術を施行した。術中、鼓膜
穿刺を行なうと髄液が噴出した。右アブミ骨の底板中央が欠損しており、多量の髄液の流出が
認められたため、アブミ骨を摘出して、結合織＋軟骨片で内耳充填術を行なった。
【考察】過去に一度も髄膜炎を発症していない内耳奇形症例では、耳性髄液漏の有無や蝸牛神経
管の拡大などから髄膜炎の危険性を判定するとともに、保護者に対して急性中耳炎と気圧外傷
に十分注意すること、髄膜炎の兆候がみられたならすぐに医療機関を受診するよう指導すべき
である。さらに耳性髄液漏が疑われる症例では、髄膜炎が起きるのをただ待つのではなく、試
験的鼓室解放を行い、必要なら中耳充填術や内耳充填術も含めた対応を検討すべきであるが、
小児では滲出性中耳炎との鑑別が難しい場合もみられ注意を要する。
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ステロイド依存性難聴で発症したプロピルチオウラシルによる
ANCA関連血管炎の１例（第２報）

高野さくらこ、坂下　哲史、小杉　祐季、角南貴司子、加藤　匠子、阪本　浩一、井口　広義
大阪市立大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉病態学

はじめに：バセドウ病の代表的な治療薬としてプロピルチオウラシル（PTU）、チアマゾール
（MMI）があるが、妊娠初期のMMI継続暴露がMMI奇形症候群に関与している可能性があるた
め、若年女性にはPTUが用いられることが多い。PTUの副作用でミエロペルオキシダーゼ抗好
中球細胞質抗体（MPO-ANCA）関連血管炎が発症することが近年知られるようになっている。
これまでにPTUによる薬剤性ANCA関連血管炎が疑われたステロイド依存性難聴の自験例につ
いて報告したが（第25回日本耳科学会総会）、その後ANCA関連血管炎と診断でき、甲状腺全摘
出、PTUを中止することができ、症状改善を認めているため、追加報告する。
症例：26歳女性。22歳時よりバセドウ病に対しPTUを内服していた。急激に発症した左難聴を
主訴に当科初診。急性感音難聴としてステロイドを投与し聴力は改善したが、ステロイド終了
後数日で聴力は悪化、再投与により改善するというステロイド依存性難聴の経過をとった。自
己免疫疾患を疑い精査したところ、MPO-ANCAが高値であった。MRIなどの画像検査を施行し
たが、異常所見を認めなかった。PTUによるANCA関連血管炎が疑われたが、難聴以外には眼
球充血、全身倦怠感を認めるのみで、眼科的に特異な所見はないとのことで確定診断には至ら
なかった。薬剤性ANCA関連血管炎が疑われる場合、PTUの中止、変更が望ましいが、若年女
性で挙児希望があることも考慮し、内科と相談の上で、PTUを中止せずにステロイド投与によ
る難聴のコントロールを行う方針となった。プレドニゾロン（PSL）を徐々に漸減し、疲労時に
左耳鳴の増強、眼球充血、全身倦怠感が出現するが、PSL4.5mg/日で維持し、聴力も安定して
いた。ところが、約3年経過し、聴力はほとんど変動ないものの、関節痛が新たに出現するよう
になった。内分泌内科と再度協議したところ、甲状腺全摘出し、PTUを中止する方針となっ
た。また再度眼科に受診したところ、ANCA関連血管炎に伴う強膜炎との診断であった。甲状
腺全摘出術後、疲労時の耳鳴は改善傾向であり、強膜炎は著明に改善、また関節痛が出現する
頻度も減った。また血中ANCA濃度は術後数か月間低下しなかったが、半年後から低下傾向を
示している。ステロイドをさらに漸減するも、純音聴力検査で難聴の悪化なく、ステロイドか
らの離脱を目指している。
考察：ANCA関連血管炎は全身諸臓器の血管に炎症を来す疾患である。発症要因には遺伝因子
と環境因子の関与があり、環境因子の一つとして薬剤が重要である。PTUは甲状腺濾胞上皮細
胞内に取り込まれ、甲状腺ホルモン産生に関与している甲状腺ペルオキシダーゼの活性を阻害
する。この過程で血中好中球にPTUが徐々に蓄積、好中球内のMPOと結合してMPOの構造が変
化し、変性が生じる。変性したMPOに対する自己抗体、MPO-ANCAが産生し、このMPO-
ANCAから薬剤誘発性ANCA関連血管炎が発症すると言われている。抗甲状腺薬、特にPTU長
期服用例に感音難聴を発症した際には、血中のANCA測定を考慮する必要があり、また経過観
察中にも他臓器や他領域の症状が出現してくることがあるため、厳重な経過観察が重要であ
る。今回も内科や他科との連携をとり、治療方針を再検討していく中で、ANCA関連血管炎と
診断することができ、甲状腺全摘出後にPTUを中止し改善を認めている。繰り返す感音難聴で
発症したPTUによる薬剤性ANCA関連血管炎の報告は、これまで渉猟し得た中では1例のみであ
る。しかし、PTUは抗甲状腺薬として頻用される薬剤であり、またMMIでもANCA関連血管炎
を来すとの報告もあることから、重篤な全身症状が生じるまでに投与を中止し、他の治療法を
選択することが重要である。
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