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特別講演

耳科学はどのようにしてわが国に導入され現在まで発展してきたか

加我　君孝
東京大学名誉教授

東京医療センター名誉臨床研究センター長
国際医療福祉大学言語聴覚センター長

2,500年前の古代ギリシャの医師ヒポクラテスは、抗生物質も耳科手術も存在しない時代に全科の疾患の症例
集を残した。大槻真一郎による原典の現代語訳『ヒポクラテス全集』で耳疾患についてどのように考え、どのよ
うに対応したか知ることができる。
急性中耳炎については、‘小児で耳痛を訴え発熱があるとき、もし耳から白い液体が出るときは助かるが、そ

うでないときは発熱が続き、そのうちてんかんを起こして死ぬ’ と記載されている。前者は鼓膜が破れドレナー
ジがついて改善し、後者は頭蓋内合併症を起こし死亡したのであろう。フレミングによる1928年のペニシリンの
発見とわが国の場合ペニシリンが普及する第二次世界大戦後までは、急性中耳炎はヒポクラテスの時代と同様で
あった。鼓膜切開が19世紀頃より普及したことが救命に役立ったと考えられる。問題はmastoiditisである。中世
の版画に男がカミソリで患者の耳の後ろをあたかも切開するような図があり、欧米の教科書でもmastoiditisに対
して耳後切開を行い排膿するとして説明されてきた。しかしフィラデルフィア美術館のARS MEDICAという古
医学書のコレクションでは金儲け主義の床屋のインチキ療法と解説している。真のmastoidectomyは19世紀後半
を待つことになる。20世紀の初めの米国の教科書にはmastoidectomyの普及により耳疾患のすべてが解決される
であろうと記載されている。これは耳疾患と救命という立場に立った記述にすぎない。
わが国に近代耳科学はどのように導入されたのであろうか。1876（明治10）年発行の上下2巻の『耳科提網』

がそのルーツと考えられる。そこには米国のグロスの教科書より図版を模したと書かれている。グロスとは19世
紀半ばから後半に活躍したフィラデルフィアのジェファーソン医科大学の外科学の教授である。上下2巻の
“System of Surgery” の一部に耳疾患とその診断・手術について書かれており、まったくその模写であることが
わかる。では、どのようにしてこの教科書に出会ったのか。それは幕末の黒船の来航と深い関係がある。1853年
と1854年のペリーの2回にわたる来航と開国および通商条約締結の要求に、幕府は井伊直弼大老がこの要求を受
け入れることを決断した。しかし京都にいた天皇が認めなかったため国内の対立は激化させることになった。
1860年、井伊大老はワシントンでの日米和親条約締結のために77人の幕府の代表を黒船の一隻、ポーハタン号を
チャーターして派遣した。ポーハタン号は米国人の船員が操舵した。ハワイを経由してサンフランシスコに着い
た。サンフランシスコ到着の報告をするために海臨丸が派遣された。勝海舟を責任者とし日本人だけで操舵し
た。ポーハタン号のサンフランシスコ到着を見届けて直ちに帰国した。一方この77人の一行はワシントンで条約
を締結し、ボルチモア、フィラデルフィアを経由してニューヨーク港より新たな船でインド洋を経由して帰国し
た。実は3人の蘭方医がこの一行に含まれ、フィラデルフィアで彼らだけがジェファーソン医科大学でサミュエ
ル・グロス教授の尿管結石の手術を見学した。麻酔はエーテル麻酔の発見者のモートンであった。3人がお土産
にもらった中に出版されたばかりのグロスによる “System of Surgery” があった。この詳細は1906年にジェフ
ァーソン医科大学を訪れた慈恵会医科大学創始者の高木兼寛が講演し、幕末にグロス教授よりお土産にいただい
たこのテキストがわが国の外科学の始まりとなったことに感謝の言葉を述べている。耳科学の歴史的な真の発展
は明治時代、ドイツの大学に留学し、その後慈恵会医科大学の耳鼻咽喉科学初代教授として活躍した金杉英五郎
の力が大きい。
現在の耳科学は20世紀半ばより機能回復を目指す鼓室形成術の数を経て、1980年代から現在に至る人工内耳を
はじめとする人工聴覚器埋込術へと発展してきた。わが国の耳科学も世界の耳科学の発展に寄与してきた分野が
少なくなく、今後若い世代の独創的な研究成果を通しての国際的貢献に期待したい。

略歴
1944年 北海道美唄市二沢地区に生まれる
1964年 道立美唄東高等学校卒業（同級生に世界的抽象彫刻家・安田侃氏）
1971年 東京大学医学部卒業（同級生に分子解剖学者・廣川信隆教授、

認知症の分子病理学者・井原康夫教授）
1986年 帝京大学耳鼻咽喉科学教室助教授（主任教授・鈴木淳一先生）
1992年 東京大学医学部耳鼻咽喉科学教室教授（現在名誉教授）
2007年 独立行政法人国立病院機構東京医療センター・

感覚器センター長（現在名誉センター長）
2011年 国際医療福祉大学教授 （現在言語聴覚センター長）
＊海外留学 米国ジェファーソン医科大学（医学教育）

米国UCLA脳研究所（中枢聴覚認知の生理学）
＊英文論文 約250編
英文著書  6冊
和文著書  30冊
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招　待　講　演

11月 24日（金）（14：40〜15：40）

第１会場

「Cochlear Gene Therapy ■■■■■■■■
Otology & Neurotology (O&N)- An update 
■■■■■■■■■■■■from the Journal」



招待講演

Cochlear Gene Therapy
Otology & Neurotology (O&N)- An update from the Journal

Lawrence R. Lustig
Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, Columbia University Medical Center,

New York Presbyterian Hospital 
Editor-in-Chief, Otology & Neurotology

Cochlear Gene Therapy
The last several years have seen tremendous advances in our ability to successfully restore

auditory function in mouse models of hearing loss using virally mediated gene therapy.  This
talk will review the progress made initially in a mouse model of hearing loss lacking vesicular
glutamate transporter 3 (VGLUT3), and discuss more recent attempts at gene therapy in other
models of congenital hearing loss, including Usher syndrome.  Lastly, the talk will provide an
update of the recent Novartis CGF166 hair cell regeneration trial using virally mediated Atoh1
in humans. 

Otology & Neurotology (O&N)- An update from the Journal
The journal O&N, through its affiliation with the Japanese Otologic Society, remains strong.

The journal highly values its partnership with the JOS.  For this talk I will review the history
of the journal, and provide a breakdown of the articles submitted from Japan and compare them
to articles submitted from other countries.  I will discuss the peer-review process that O&N
employs, the metrics used to measure the journal's success, and provide guidelines for maxi-
mizing the chances of acceptance in the journal when submitting a manuscript. 

Biography
Lawrence R. Lustig, MD is an Otolaryngologist who specializes in Otology, Neurotology and Skull Base Surgery.  Dr Lustig
grew up in Northern California, and completed his undergraduate studies at the University of California at Berkeley.  He
graduated from the University of California at San Francisco (UCSF) School of Medicine, where he also completed his Oto-
laryngology residency.  After residency, Dr Lustig completed his Neurotology and Skull Base Surgery Fellowship at Johns
Hopkins University and remained on staff at Johns Hopkins through 2004.  In 2004 he was recruited back to UCSF to lead
the Division of Otology and Neurotology in the Otolaryngology Department.  Most recently in 2014, he was recruited to Co-
lumbia University and New York Presbyterian Hospital where he practices today as the Howard W. Smith Professor and Chair
of the Department of Otolaryngology.  

Dr. Lustigʼs interdisciplinary research has helped pioneer cochlear gene therapy for genetic forms of hearing loss.  He is also
one of the lead investigators for the multicenter Novartis auditory hair cell regeneration trial. Additionally his lab has studied
cochlear bone development and how the material properties of bone enclosing the inner ear contribute to hearing.  Dr. Lustig
is considered one of the foremost authorities on cochlear implants in the United States.  Additional collaboration has included
work with a pharmacologist at UCSF, where Dr. Lustig studied the mechanism of hearing loss caused by platinum-based
chemotherapies.  Dr. Lustig has published more than 125 articles in peer-reviewed journals, as well as book chapters. He
co-edited a textbook, “Clinical Neurotology: Diagnosing and Managing Disorders of Hearing, Balance and the Facial Nerve.” 

He lives in New York City metropolitan region with his wife Heather and children Lila and Lauren. 
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シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

11月 23日（木・祝）（14：10〜15：40）

第１会場

「耳科領域の再生医学：
臨床応用へのロードマップ」

SY-1 Biological Means for Improving Outcomes of Cochlear Implantation

SY-2 内耳疾患への再生医学の応用：ヒト iPS細胞を用いた遺伝性難聴治療薬
の開発
〜疾患特異的 iPS細胞樹立から新規病態生理解明、そして治験へ〜

SY-3 培養鼻腔粘膜上皮細胞シート移植による中耳粘膜再生の実現

SY-4 鼓膜再生内視鏡下耳科手術（TREES）の開発と応用



シンポジウム

耳科領域の再生医療：臨床応用へのロードマップ
司会の言葉

Regenerative therapy in otology: road to clinical application

伊藤　壽一
滋賀県立成人病センター研究所

Juichi Ito
Shiga Medical Research Institute

種々再生医学を疾患の治療に応用する「再生医療」は今世紀に入ってから急速に脚光を浴びるように
なってきた。再生医療には遺伝子を操作する「遺伝子治療」、種々幹細胞を用いる「細胞治療」、再生を
促すと考えられる薬物を使用する「薬物治療」などが考えられる。
耳科領域での再生医療は、幹細胞移植による内耳（蝸牛）の有毛細胞再生を目指して開始された。移

植細胞には当初は神経幹細胞、胚性幹細胞などが用いられていたが人工多能性幹細胞（iPS細胞）の樹
立に至り本幹細胞移植による再生医療が期待されている。しかし、現在実際に臨床試験が行われている
のは耳科以外の全ての領域を含め「加齢黄斑変性症」に対する iPS細胞移植のみである。
本シンポジウムでは内耳再生医療に関しどのような可能性があり、実際の臨床試験に対しどのような

ロードマップが描けるのかを考えてみたい。一方耳科領域でも中耳領域に関しては再生医療が既に臨床
試験として開始されているものもある。それらの現況、今後の発展についても討議したい。

Yehoash Raphael先生（米国ミシガン大学）には既存の難聴治療である人工内耳に対する再生医療の
応用をご講演頂く。人工内耳の効果を最大限に引き出すためには蝸牛神経（ラセン神経節細胞）の変性
をできる限り抑制することが必要である。一方従来は人工内耳に関しては蝸牛有毛細胞の状態は特に議
論されることは無かったが、残存聴力活用型人工内耳のみならず、通常の人工内耳でも蝸牛有毛細胞の
変性が少ない方が人工内耳の効果があると考えられるようになってきた。本シンポジウムでは、まず神
経再生を促す薬物の蝸牛神経再生（神経伸長）に対する応用につき報告して頂き、更に有毛細胞再生に
関する細胞移植治療についても新たな手法を紹介して頂く予定である。

iPS細胞の再生医学への応用には細胞移植だけでなく、疾患特異的iPS細胞を樹立し、当該疾患の治療
候補薬のスクリーニング・同定へ応用する方法もある。細谷誠先生（慶應大学）には iPS細胞から蝸牛
有毛細胞への分化方法を解説の上、Pendred症候群患者血液検体から疾患特異的 iPS細胞を樹立し、そ
れを利用した本疾患への治療候補薬のスクリーニングに関する医師主導治験について解説して頂きま
す。
内耳再生医療に比べ中耳領域への再生医療はすでに臨床試験段階に入っているものがいくつかある。

山本和央先生（慈恵医大）には既に臨床応用に入っている中耳粘膜再生医療についてご報告頂きます。
鼓室形成術、特に真珠腫性中耳炎手術の際に中耳粘膜が再生されるかどうかは手術の成否に対して大き
な問題となる。本シンポジウムでは培養鼻腔粘膜上皮細胞シートを中耳手術の際に移植して中耳粘膜再
生を実現する方法、術後結果につきご報告頂きます。
耳科領域での再生医療で最も数多く臨床に応用されているのは「鼓膜再生」と思われる。金丸 眞一

先生（北野病院）には in situ tissue engineering の概念に立脚した、ゼラチンスポンジ、b-FGF（塩基
性線維芽細胞増殖因子）、フィブリン糊の組み合わせによる鼓膜再生法の医師主導型臨床治験の結果を
報告して頂くとともに、鼓膜再生法と内視鏡下耳科手術を組み合わせた新しい手術方法を紹介して頂く
予定である。

本シンポジウムを通して、再生医療がどのように耳科領域に応用されているか、また応用されようと
しているのかを理解して頂ければ幸いである。
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シンポジウム

Biological Means for Improving Outcomes of Cochlear Implantation

Yehoash Raphael, Deborah J. Colesa, R. Keith Duncan, Stacy A. Schaefer, Min Young Lee, 
Yong-Ho Park, Takaomi Kurioka, Bryan E. Pfingst.

Kresge Hearing Research Institute, Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery,
Michigan Medicine, Ann Arbor

Improving speech perception with cochlear implants (CIs) might be accomplished by enhancing the
biology of the implanted ear.  One goal is to enhance the neural substrate in ears that receive CI stim-
ulation.  Specifically, we aim to reverse the regression of peripheral auditory fibers from the sensory
epithelium and increase auditory nerve (AN) soma survival.  We have accomplished this in guinea pigs
with CIs using viral-mediated neurotrophin over-expression, which resulted in improved psychophysical
and electrophysiological measures.  To improve upon these results, we are developing the following
two new methods.

Current animal models for CI research are suboptimal because the procedure for deafening the ani-
mals (eliminating sensory hair cells - HCs) also leads to degeneration of the AN.  To resolve these con-
founds and differentiate the effects of HC loss from those of AN loss, we designed and implemented
technology for placing a CI electrode in the diphtheria toxin receptor (DTR) mouse (Golub et al., 2012).
These mice exhibit robust AN survival despite complete HC depletion following diphtheria toxin (DT)
injection (Tong et al., 2015; Kurioka et al., 2016).  In preliminary experiments, wild type (hearing) and
DTR mice treated with DT (deaf) were implanted for stimulating the AN and recording electrophysi-
ological responses.  We recorded electrically-evoked auditory brain stem responses (EABRs) under
anesthesia and plotted the amplitude growth functions (AGFs; the magnitude of the recorded neural
response vs stimulus current level).  Results suggest that EABR AGFs are similar between deaf and
hearing mice and also are comparable to previous data from guinea pigs with CI, where they have
been shown to reflect the state of the IHCs and the auditory nerve.  We conclude that the chronically
implanted DTR mouse is a promising model for differentiating the effects of HC survival versus AN
survival on CI function.

Data from patients and animals with surviving HCs show that presence of some residual HCs can
enhance CI function. When the auditory epithelium degrades to a flat epithelium, HC regeneration op-
tions are diminished and approaches for restoring sensory cells are limited to stem cell transplantation.
Cells transplanted into scala media promptly die due to the high concentration of potassium in the fluid
(endolymph). We designed and implemented a method for conditioning the scala media to make it
more hospitable to implanted cells by transiently blocking Na+/K+/2Cl- co-transporters in the stria
vascularis and replacing endolymph with perilymph.  We determined that exogenous HeLa cells could
survive for up to a week using this method.  We then evaluated the survival of human embryonic stem
cells (hESC) in deaf guinea pig cochleae that were conditioned in a similar way, and determined that
transplanted cells were present in the cochlea up to at least 7 days after the injection.  The next step
for replacing specific cell populations in the deaf cochlea is to initiate differentiation of the transplanted
cells into new HCs and test their influence on CI function.
Acknowledgements: Supported by the R. Jamison and Betty Williams Professorship, and NIH grants
R01 DC010786, R01 DC015809, R01 DC014456, and R01 DC014832.

Biograpy
Yehoash Raphael is a Professor of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, the University of Michigan, Ann Arbor.  Dr.
Raphaelʼs background is in Audiology and Embryology (Tel Aviv University). Work in the lab is aimed at developing novel
technologies applicable for prevention and cure of inner ear disease. Dr. Raphael is applying his research efforts towards
diseases caused by both environmental and hereditary factors, with manifestation in both auditory and vestibular parts of
the inner ear. He is studying the development and function of the normal ear, and the cellular and molecular aspects of dis-
eases affecting hearing and balance. Dr. Raphael designs novel experimental therapies aimed at prevention of hearing loss,
regeneration of hair cells in the auditory and vestibular systems, and enhancing the functions of ears that receive cochlear
implants. 
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シンポジウム

内耳疾患への再生医学の応用：
ヒト iPS細胞を用いた遺伝性難聴治療薬の開発

〜疾患特異的 iPS細胞樹立から新規病態生理解明、そして治験へ〜
Applications of Induced Pluripotent Stem Cells in Studying the Hereditary

Hearing Loss: Modeling and Drug Discovery

細谷　　誠
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

Makoto Hosoya
Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Keio University School of Medicine

ヒト人工多能性幹細胞（以下 iPS細胞）は山中らにより2007年に樹立が報告され、再生医療の強力なツー
ルとして注目されている。iPS細胞の細胞生物学的な最大の特徴の一つは、体内に存在するすべての種類の
細胞を、理論的には体外で無制限に利用できることにある。iPS細胞の報告後10年が経過し、この細胞生物
学的な特徴を利用した再生医学を中心に様々な応用がなされている。
内耳領域への応用を考えた場合、まずヒト iPS細胞から内耳細胞を作りだすことから始まる。作り出した

内耳細胞を失われた細胞の代わりに患者に移植し、機能回復を目指す（狭義の）再生医療のほか、患者血液
から樹立した iPS細胞から内耳細胞を誘導することによって、体外において細胞レベルで疾患を再現する疾
患研究への応用が可能となる（疾患特異的iPS細胞研究）。また、ヒト内耳細胞を体外で大量に調整できるこ
とを利用した、治療候補薬のスクリーニング・同定への応用も可能である（iPS創薬）。
当教室では、国立病院機構東京医療センターおよび慶應義塾大学医学部生理学教室（岡野栄之教授）との
共同研究のもと、2013年からヒト iPS細胞研究を遺伝性難聴研究に応用し、Pendred症候群患者血液検体か
ら iPS細胞を樹立し、病態生理研究を進めてきた。Pendred症候群はSLC26A4遺伝子変異に起因する常染色
体劣性遺伝性疾患であり、進行性難聴とめまい、甲状腺腫を特徴とする症候性難聴を呈する疾患である。
これまで、本疾患における進行性難聴のメカニズムは明らかにされていなかったが、疾患特異的 iPS細胞

研究の結果、本症状が、細胞内凝集体に伴う細胞脆弱性に起因することが示唆された。つまり、パーキンソ
ン病やアルツハイマー病といった神経変性疾患類似の「内耳変性疾患」であることが明らかとなった。さら
に、当教室では、本疾患に対する iPS細胞創薬研究を進め、現在、免疫抑制剤として臨床使用されているラ
パマイシン（シロリムス）を治療候補薬として同定した。本療法に関しては、当教室の藤岡正人講師を治験
責任医師とし、2018年初めの開始を目指して医師主導治験の準備を進めている。
本シンポジウムでは、再生医学の強力なツールであるヒトiPS細胞の内耳細胞研究への応用およびiPS細胞
創薬から治験への展望を、Pendred症候群の例を中心に概説するとともに医師主導治験計画の概略を紹介し
たい。

略歴
2010年3月  慶應義塾大学医学部卒業
2017年3月  慶應義塾大学医学部大学院卒業
2010－2012年 足利赤十字病院 初期臨床研修医
2012年    慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室入局
2014－2015年 日本学術振興会特別研究員
2016年    国立病院機構東京医療センター
2017年4月－ 慶應義塾大学病院 耳鼻咽喉科 助教
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シンポジウム

培養鼻腔粘膜上皮細胞シート移植による中耳粘膜再生の実現
Realization of middle ear mucosal regeneration by cultured nasal mucosal

epithelial cell sheet transplantation

山本　和央
東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

Kazuhisa Yamamoto
Department of Otorhinolaryngology, Jikei University School of Medicine

Recurrence of cholesteatoma is mainly caused by poor mucosal regeneration in the middle
ear cavity and mastoid cavity.  Conventional canal wall up tympanoplasty often results in a lack
of mucosal regeneration in the resected area of the mastoid cavity.  In particular, mucosal re-
generation in a poorly pneumatized mastoid cavity is extremely difficult.  If regeneration of the
damaged middle ear mucosa were possible in the early postoperative period, it would be possible
to prevent re-adhesion of the tympanic membrane and recurrence of adhesive otitis media.  Ad-
ditionally, regeneration of middle ear mucosa would prevent recurrence of cholesteatoma.  To
overcome these limitations, we developed a novel treatment method combining tympanoplasty
and autologous nasal mucosal epithelial cell sheet transplantation for postoperative regeneration
of the middle ear mucosa.  Tissue-engineered autologous nasal mucosal epithelial cell sheets
were fabricated by culturing the harvested cells in an aseptic environment in a good manufac-
turing practice-compliant cell processing facility.  The cultivated cell sheets were transplanted,
during tympanoplasty, onto the exposed bony surface of the middle ear cavity where the mucosa
had been lost.  We performed this procedure on four patients with middle ear cholesteatoma
and one patient with adhesive otitis media.  All patients showed favorable postoperative course
with no adverse events or complications.  To our knowledge, this clinical research is the world’s
first-in-human study to transplant cultured cells into the human middle ear.  This treatment si-
multaneously preserves the external ear canal morphology, as in standard canal wall up tym-
panoplasty, and incorporates autologous cell sheet transplantation, which enables prevention of
recurrence of cholesteatoma.  This study represents a great step forward in the development
of a new surgical approach for treating adhesive otitis media and cholesteatoma. 
略歴
2001年   東京慈恵会医科大学卒業
2001年   東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科入局 

東京慈恵会医科大学附属病院 勤務（研修医として2年間）
2003年   富士市立中央病院 勤務（2年間）
2005年   東京慈恵会医科大学附属病院 助手
2012年   東京女子医科大学 先端生命医科学研究所へ国内留学（1年10ヶ月）

粘膜再生の基礎研究
2013年   東京慈恵会医科大学附属病院 勤務
2015年4月 学位（医学博士）受領
2017年5月 東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科 講師
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シンポジウム

鼓膜再生内視鏡下耳科手術（TREES）の開発と応用
Development and Application of Tympanic Membrane Regeneration in 

Endoscopic Ear Surgery（TREES）

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

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

Shin-ichi Kanemaru1,2

1Department of Otolaryngology–Head and Neck Surgery, Medical Research Institute, Kitano
Hospital, 2Translational Research Informatics Center, The Foundation for Biomedical Research
and Innovation, 3Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Institute of Biomed-

ical Research and Innovation, Foundation for Biomedical Research and Innovation

鼓膜穿孔に対しては、これまで様々な治療がなされてきた。しかし、現行の治療法は鼓室形成術や鼓膜形成術といった
そのほとんどが手術療法であり、皮膚切開と自己組織採取などの創傷を伴う。また、手術時間や麻酔、術後の不快感や後
遺症、一定期間の安静や入院、鼓膜再穿孔や聴力回復不成功例、さらには手術が原因となる種々の後遺症など、患者に対
する多くの負担と制約を伴っている。
これに対して、われわれは、in situ tissue engineeringの概念に立脚し、細胞増殖の足場にゼラチンスポンジ、調節因子
としてb-FGF（塩基性線維芽細胞増殖因子）を用い、鼓膜再生の細胞源である組織幹細胞/前駆細胞増殖の triggerとして
鼓膜穿孔縁の新鮮創化を行い、フィブリン糊で表面を被覆することで鼓膜再生を可能にした。本治療は、皮膚外切開や鼓
膜再建のための自己組織採取など通常の手術処置は不要で、10分間程度の外来処置後、3週間で鼓膜再生が完了する。処置
直後より聴力が改善し、穿孔の大きさにかかわりなく高い成功率で鼓膜穿孔の閉鎖が可能であり、気骨導差がほとんどな
い理想的聴力改善が期待できる近未来型の新しい再生医療である。
さらに鼓膜再生療法に加え、外耳道真珠腫、腫瘍などの外耳道病変に対しても同様の手法で、経外耳道的に病変除去、

外耳道の表面骨の平坦化に続き、軟組織欠損部位にb-FGF浸潤ゼラチンスポンジを留置し、フィブリン糊でカバーし、耳
介を医療用の防水被覆材（テガダーム）で完全に被覆する手法で外耳道軟部組織の再生療法を施行し報告してきた。
鼓膜再生療法は、健康保険適用を目指し３施設で医師主導型臨床治験を施行した。今回は、この結果報告を行う。
鼓膜再生治療の適用には、いくつかの必須項目があり、この必須項目を完全に満たす症例は少ない。なかでも、鼓膜穿

孔縁が顕微鏡で直視できない症例や、慢性中耳炎による鼓膜穿孔例などは鼓膜が乾燥していないため適用外となる。
近年、欠畑らによって内視鏡による経外耳道中耳手術が行われるようになってきた。内視鏡手術は、低侵襲で顕微鏡手

術の死角となる領域を明視下に置くことができ、病変の除去がより確実になることが最大の利点である。しかし、鼓膜穿
孔に対しては自家組織の採取をしなければならず、聴力改善に関しても通常の鼓室形成術と比較して大きな利点はない。
これに対して、上記に示した鼓膜再生の適用外症例に対して内視鏡を使用することで、穿孔縁を直視下に置くことが可

能となり、中耳炎症例に対しては鼓室の洗浄清掃や可及的病変の除去により、鼓膜再生が可能となる。また、病変が鼓室
に限局する真珠腫やグロームス腫瘍などは、本術式に適した症例である。
本セッションでは、これまで鼓膜再生が適用外とされてきた上記の症例に対する治療法を外耳道・鼓膜同時再生症例な

どとともにビデオで紹介する。
鼓膜形成術のみならずこれまで鼓室形成術を施行していた症例の一部で、本再生療法を施行することで、低侵襲で大幅

な手術時間の短縮に加え、理想的聴力改善が得られることが分かった。
本治療法を鼓膜再生内視鏡下耳科手術をTympanic Membrane Regeneration in Endoscopic Ear Surgery（TREES）と

命名し、本治療法の普及を図るものである。
略歴（金丸 眞一）
昭和63年３月  京都大学医学部医学科卒業
平成01年５月  京都大学医学部附属病院（耳鼻咽喉科研修医）勤務
平成02年３月  大阪赤十字病院（耳鼻咽喉科医員）勤務
平成04年６月  財団法人田附興風会（たづけこうふうかい）医学研究所 北野病院 耳鼻咽喉科 医員
平成10年１月  京都大学大学院 医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助手
平成17年１月  文部科学省海外先進教育研究実践支援プログラムにてUniversity College of London, 

London Tissue Repair and Engineering Center 留学(ロンドン大学Tissue Engineering研究所)
平成17年６月  京都大学大学院 医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 講師
平成21年１月  京都大学大学院 医学研究科 臨床教授

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 部長
平成23年４月  神戸大学 医学部 臨床准教授
平成23年７月  公益財団法人 神戸先端医療センター病院 診療部再生治療ユニット耳鼻咽喉科 部長

兼任
平成24年８月  公益財団法人 先端医療振興財団 臨床研究情報センター上席研究員

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・頭頸部外科主任部長
兼任

平成24年10月 株式会社 京都メデｲカルコンサル 代表取締役
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パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン

11月 24日（金）（10：00〜11：30）

第１会場

「人工中耳の現状と将来」

PD-1 Decision making in atresia

PD-2 人工中耳の現状と将来 ─我が国の人工中耳医療の歴史を踏まえて─

PD-3 伝音・混合性難聴に対する人工中耳 VSB手術

PD-4 当科で実施した人工中耳（Vibrant Soundbridge）症例の術式について



パネルディスカッション

人工中耳の現状と将来
司会の言葉

Middle ear implants: present and future

佐藤　宏昭
岩手医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

Hiroaki Sato
Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 

Iwate Medical University, School of Medicine

人工中耳にはメドエル社Vibrant Soundbridge（VSB）、コクレア社Cochlear’s Direct Acoustic
Cochlear Stimulator（CODACS）など半埋め込み型のものとエンボイ社Esteem、コクレア社
Carinaなど完全埋め込み型のものとがあるが、現在保険医療で使用できるのはVSBのみであ
る。VSBは2012年〜2014年に国内13施設で行われた多施設臨床治験を経て2016年9月に保険適
用、2017年2月より供給開始となった新しい人工聴覚器である。海外では感音難聴も手術適応と
なっているが、本邦では中等度以上の伝音・混合性難聴に限定されている。本パネルでは「人
工中耳の現状と将来」と題して国内外4人のパネリストに各施設の現状を報告して頂き、手術ア
プローチ、カプラやクリップなど術式の選択および対象疾患の拡大、両側手術など将来に向け
た展望について討議していただきます。

John-Martin Hempel先生（ミュンヘン大学）には「先天性外耳道閉鎖症における人工聴覚器
の選択」と題して60例を超える手術例をもとにVSB、Bonebridge（BB）、Pontoの機器選択をど
のような基準で行うかお話しいただきます。また、先天性外耳道閉鎖症片側例にもVSBを施行
されているのでその適応や治療成績についても述べて頂きます。
東野哲也先生（宮崎大学）にはVSBに先駆けて手術が行われたリオン社製人工中耳につい

て、VSB開発の経緯と対比し解説していただき、併せてリオン製人工中耳の長期成績および
VSBとの違いなどに触れていただく予定です。
土井勝美先生（近畿大学）は国内で最多の29例の手術実績をお持ちです。主な対象疾患は中

耳炎術後耳で術後耳を中心とした手術手技、合併症、術後成績などにについて報告していただ
きます。また振動子（Floating Mass Transducer：FMT）の設置部位（正円窓、卵円窓、耳小
骨）の選択についても触れていただきます。
岩崎　聡先生（国際医療福祉大学）には保健収載後に実施された症例を紹介していただき、

各症例の手術の要点を解説していただきます。岩崎先生は人工聴覚器ワーキンググループ委員
長として「人工中耳VSB（Vibrant Soundbridge®）の手引き」作成の中心的役割を果たされて
きました。自身のご経験およびワーキンググループ代表としての立場から人工中耳の今後に向
けた提言をいただく予定です。
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パネルディスカッション

Decision making in atresia

John-Martin Hempel
Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Grosshadern Hospital, 

Ludwig-Maximilians University, Munich

Background: Long-term functional results after atresiaplasty, without the need afterward to
wear a conventional hearing aid, are very limited.  The option of passive percutaneous bone
conducting hearing devices is in Germany socially not well accepted due to recurrent infections
around the fixture, especially in children, but also for cosmetic reasons.  With the introduction
of the Vibrant Soundbridge (VSB), an active middle ear implant, and the BONEBRIDGE, cur-
rently the only active transcutaneous bone conducting devices (both devices by MED-El) for
conductive and mixed hearing loss, new options are available for treating unilateral and bilateral
hearing rehabilitation in atresia cases. 
Material and methods: Over sixty children and adults with unilateral or bilateral atresia have
received a VSB or a BONEBRIDGE implantation in our department since 2010.  Several technical
options have been applied for implantation of the VSB-FMT using a stapes clip or short process
incus coupler or RW application with or without a round window coupler.  In addition, several
options have been used to fix the BB-FMT to bone, such as retrosigmoid placement or placement
above linea temporalis.  In cases where VSB and BONEBRIDGE implantation has not been pos-
sible due to anatomical or other reasons, wide-fixture implantation by Oticon Medical has usually
been used as an alternative.
Results: Currently we have only minor complications after surgery of the VSB and one major
complication after insertion of the Bonebridge with extrusion in a case of anorexia.  In this case
ear reconstruction had been achieved during the same surgery.  In cases of a high surgical risk,
as identified by high definition temporal bone CT scan, the BONEBRIDGE seems to be a very
good alternative for atresia patients, even when compared to the classical bone conducting hear-
ing aids.  In cases where BONEBRIDGE implantation is not possible due to anatomical reasons,
the wide-fixture is still an alternative.  According to the results of the Wilcoxon signed-rank
test, significant speech improvement in quiet and noise was found after VSB and BONEBRIDGE
implantation.  Speech improvement in quiet and noise with the VSB and the BONEBRIDGE is
stable over many years. 
Conclusions: The active middle ear implant, the VSB, demonstrates effective, laterally specific,
direct-drive hearing rehabilitation for children and adults with atresia.  In cases of high surgical
risk, as identified by high definition temporal bone CT scan, the BONEBRIDGE seems to be a
very good alternative for atresia patients when compared to the classical bone conducting hear-
ing aids. 

Biography
Education

03/1993-03/1995 Study of human medicine at Free University, Berlin.
04/1995-12/1999 Study of human medicine at Ludwig-Maximilians-University, Munich.
08/1996-11/1996 Research at University of California, San Diego, Prof. Dr. J. Harris (autoimmunology of the inner ear).
02/1999-07/1999 Elective Student at the University of Sydney and University of Tasmania, Australia.
12/1999 Degree: Medical doctor. 
01/2002 Dissertation (on the autoimmunology of the inner ear).
06/2005 Degree: Medical specialist in otorhinolaryngology.
04/2011 Degree: Facial Plastic Surgery
04/2014 Degree: Specialist in advanced Otorhinolaryngology-Surgery
02/2015 Postdoctoral lecture qualification in Otorhinolaryngology

Current position
Since 06/2006 Consultant at the Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Grosshadern Hospital, 

Ludwig-Maximilians University, Munich. 
Since 09/2017 Vice-director at the Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Grosshadern Hospital, 

Ludwig-Maximilians University, Munich. 
Scientific interests Facial malformations, ear reconstruction, Cochlea Implantation, otology
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パネルディスカッション

人工中耳の現状と将来
─我が国の人工中耳医療の歴史を踏まえて─

Middle ear implants in Japan: a historical overview

東野　哲也
宮崎大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

Tetsuya Tono
Department of Otorhinolaryngology, University of Miyazaki

我が国の人工中耳医療は、現在既に保険診療として定着した人工内耳の導入期には既に本邦オリジナ
ルのプロジェクトとしてリオン社製人工中耳の開発が進められていた。1984年からの愛媛大学と帝京大
学での臨床試験を経て、1993年には高度先進医療技術として全国数施設で100例以上の埋込術が行われ
た実績がある。我が国のリオン型人工中耳は鼓室形成術後に残る気骨導差のために実用聴力に至らない
中等度混合難聴患者を主な対象としてきた。したがって多かれ少なかれ炎症耳に異物を埋込むという問
題があり、中耳炎の再燃防止策を含めた、むしろ鼓室形成術の延長線上にある手術という認識がなされ
ていた。
今回、その後を引き継ぐ形でVibrant Soundbridge（VSB）による人工中耳診療が再開されることに

なった。我が国オリジナルのデバイスを失ったという意味では複雑な思いもあるが、混合難聴者に対す
る外科的聴力改善のオプションが保険診療として復活することは医療者にとってもアップデートを望む
過去の人工中耳装用者にとっても朗報である。VSBは欧米で中耳に病変がない感音難聴をターゲットに
して開発されたが、振動子を蝸牛窓に設置して蝸牛窓膜を直接振動刺激する方法（Round window vi-
broplasty）の有効性が検証されて以降、伝音・混合難聴に適応が拡げられた。
我が国で2012〜14年に行われたVSB多施設臨床治験でもこの蝸牛窓アプローチが用いられ、結果的に
はリオン型人工中耳とほぼ同様の病態が保険診療としてカバーされる形となった。VSBの振動子は導線
の先端にドラム型の floating mass transducer（FMT）が連結されており、蝸牛窓設置には適した形状
とも云える。逆にアブミ骨に連結させるためには、キヌタ骨連結用のクリップを利用するか、アブミ骨
と連結するための専用カップラーが必要となる。本邦ではこの前庭窓用のチタンカップラーがまだ薬事
承認されておらず、クリップが付いていない次期バージョンのインプラント（VORP503）ではむしろ
適用が制限される可能性がある。チタン製人工耳小骨全般の導入が遅れている我が国の問題点として耳
科学会としても対応を検討する必要があろう。
演者の人工中耳臨床経験はリオン型高度先進医療として6例（1994〜2000年）、VSB治験として６例

（2011〜2014年）、VSB保険診療（2017年〜）としての2例に過ぎない。これまで鼓室硬化症や癒着性中
耳炎、中耳術後症、先天性外耳道閉鎖症・中耳奇形などの難治性中耳病態を有する成人例を中心に適用
してきたが、その結果、比較的高齢者が対象になることが多かった。リオン型人工中耳を20年以上に渡
る常時装用者がいる一方で、難聴の程度によっては、術後の炎症再燃や加齢の影響により人工中耳によ
る実用聴力が維持できなくなった例も経験している。人工中耳術側が良聴耳である場合には極めて深刻
な状況に陥ることから、補聴器装用を目的として中耳や外耳道への再手術や他の人工聴覚器への移行も
含めて総合的な聴覚管理能力が求められる。
世界で最も長い臨床実績を誇る我が国の人工中耳医療の再開が、適切な形で展開していくことが望ま

れる。

略歴
昭和56年 宮崎医科大学耳鼻咽喉科学教室入局
平成01年 ミネソタ大学耳鼻咽喉科留学（visiting instructor）
平成07年 宮崎医科大学耳鼻咽喉科助教授
平成15年 琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教授
平成18年 宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教授
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パネルディスカッション

伝音・混合性難聴に対する人工中耳VSB手術
VSB surgery for conductive and mixed hearing loss

土井　勝美
近畿大学医学部耳鼻咽喉科

Katsumi Doi
Department of Otolaryngology & HNS, Kindai University Faculty of Medicine

１．はじめに
欧米では、１）中耳手術で良好な聴力改善が期待できない症例（例えば両側外耳道閉鎖症）、２）中耳手術後

の聴力成績不良例、３）耳漏や耳閉感のため気導補聴器が装用できない症例、４）頭痛・圧迫感・審美性の観点
から骨導補聴器が装用できない症例、５）気導・骨導補聴器で十分な補聴が得られない症例などに対して人工聴
覚器を用いた聴力改善手術が積極的に導入されてきた。
人工中耳VSB（Vibrant Soundbridge®; MedEl社）の多施設臨床治験が、2012年〜2014年に国内で実施され、

2015年8月に薬事承認を受け、2016年9月に保険適用となった。2017年2月よりVSB機器の供給が開始され、保険
診療としての手術が国内で可能となった。
２．当施設でのVSB手術

2012年4月〜2017年9月までに当施設でVSB手術を施行した症例は29例（19〜76歳、男性15例、女性14例）で
ある。VSB手術前に真珠腫性中耳炎、慢性化膿性中耳炎に対する鼓室形成術を受けていた症例は26例で、前回
手術時の外耳道後壁の処理としては、後壁削除型17例、後壁保存型9例であった。残り3症例は、外耳道閉鎖症、
中耳奇形、骨形成不全症であった。

VSB先端の振動コイルFMT (Floating Mass Transducer) の設置部位は、正円窓17例、卵円窓9例、耳小骨2
例、蝸牛開窓1例である。正円窓にFMT設置を行った17例の内、瘢痕・肉芽組織により正円窓膜を直接確認でき
ず、RWC (Round Window Coupler) をFMTに装着して設置した症例が10例、RWCなしで正円窓膜にFMTを連
結した症例が7例であった。骨形成不全症の症例では、蝸牛周囲の高度な骨病変のため正円窓窩、卵円窓がとも
に確認できなかった。29例の手術時間は、最短118分、最長270分、平均187分であった。
手術後、顔面神経麻痺、感音難聴等の重度有害事象を生じた症例はなかった。蝸牛開窓を行った症例を除き、
全例で大きな聴力利得、著明な聴取能の改善を確認した。手術後4年以上経過した全症例で聴力成績は安定して
おり、感音難聴やめまいを発症した症例もない。人工中耳VSBの有効性と安全性については、欧米での報告と
同様に、中長期的にも安定であることが示唆された。
３．まとめ
欧米では、FMTと正円窓、卵円窓、そして耳小骨との連結を最適化し、VSBの治療効果を最大限引き出すた

めに、Clip-coupler、Bell-coupler、OW-coupler、incur-coupler等のさまざまなアクセサリーが利用可能である。
手術時の中耳内所見に応じて最も適切なVSB手術を実施可能となるよう、これらのアクセサリーについても国
内への早期導入が望ましい。

略歴
昭和56年 山口大学医学部医学科卒業
平成02年 大阪大学大学院医学系研究科修了
平成02年 米国国立予防衛生研究所：客員研究員（NIH, NIDCD）
平成04年 大阪大学医学部：助手（耳鼻咽喉科学講座）
平成07年 大阪大学医学部：講師（耳鼻咽喉科学講座）
平成12年 大阪大学大学院医学系研究科：准教授・副科長（感覚器外科学耳鼻咽喉科学講座）
平成17年 大阪大学大学院医学系研究科：病院教授（脳神経感覚器外科学耳鼻咽喉科学講座）
平成22年 近畿大学医学部：主任教授（耳鼻咽喉科学講座）
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パネルディスカッション

当科で実施した人工中耳（Vibrant Soundbridge）症例の術式について
Surgical procedure of middle ear implant (Vibrant Soundbridge) 

in our hospital

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

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

Satoshi Iwasaki1, Masahiro Takahashi1, Yoshihiro Noguchi2, Mitsuhiro Okano1,2, 
Sakiko Furutate1, Jun Shinagawa1, Kimitaka Kaga3

1International University of Health and Welfare Mita Hospital, 
2International University of Health and Welfare School of Medicine, 

3International University of Health and Welfare Speech and Hearing Center

【はじめに】　人工中耳は蝸牛に機械的振動エネルギーを伝達することで聞き取る人工聴覚器で、最も広く使用
されている人工中耳がVibrant Soundbridge（以下VSBと略す）であり、振動子であるFMTを正円窓膜に留置
し、蝸牛を直接振動刺激する方法（正円窓アプローチ）で良好な補聴効果が得られることが報告された。2014年
本邦で伝音・混合性難聴に対する正円窓アプローチ法の臨床治験が終了し、2015年薬事承認、2016年保険収載さ
れた。薬事承認では正円窓アプローチ以外に卵円窓アプローチも承認された。今回保険収載後当科で実施した
VSB手術４症例の術式について報告する。
【症例】　症例１：69歳、女性。左混合性難聴に対し、VSB手術を実施した。左乳突腔の発育は不良であった
が、前後径1.5cm以上の骨化した乳突腔は認められたので、後鼓室開放による正円窓アプローチを行った。正円
窓膜に筋膜片を起き、FMTを正円窓窩に設置し、正円窓膜側に軽く押し込んだ。FMTの正円窓膜と反対側に軟
骨片を当て、数枚の筋膜片でFMTを覆った。　症例２：79歳、男性。右耳はオープンタイプの術後耳の混合性
難聴を示し、VSB手術を正円窓アプローチで実施した。耳後切開にて乳突腔から上皮を正円窓周辺が明視下に
おけるまで剥離した。正円窓窩は含気しており、症例１同様にFMTを設置した。耳介軟骨３枚でFMTと導線を
覆い、さらに２枚の筋膜で軟骨をカバーした。　症例３：55歳、男性。両側小耳症＋外耳道閉鎖症に対し、両耳
介形成術と右外耳道形成術を受けたが、右外耳道は浅在化していた。左右ともに約70dBの伝音難聴を認め、眼
鏡型の骨導補聴器を装用していた。右耳にVSB手術を実施した。受信器の溝は側頭筋が十分ある斜め60度の角
度の位置に作成した。再建したと思われる後壁を落とすと顔面神経が正円窓すぐ後方に走行しており、さらに正
円窓膜の骨化が認められたので、正円窓アプローチは断念した。アブミ骨の可動性は良好であったので、FMT
をアブミ骨に設置し、筋膜でカバーし、さらに筋膜の上に皮質骨を置いた。外耳道皮膚は入口部で盲端となって
いたので、そのままとした。　症例４：67歳、男性。右耳は乳突腔の発育不良と鼓膜の癒着が見られたが、左耳
に比べて正円窓窩の含気化がCT上確認された。混合性難聴に対し、右耳にVSB手術を正円窓アプローチで実施
した。S状静脈洞の張り出しもあり、後鼓室開放は不可と判断し、canal wall downとした。正円窓窩の軟部組織
を除去し、症例１同様にFMTを設置。軟骨２枚でFMTと導線を覆い、軟骨を筋膜でカバーした。
【考察とまとめ】　人工中耳対象耳にはオープンタイプの術後耳やcanal wall downしなくてはいけない場合があ
り、FMTや導線の露出を回避するための後壁再建の工夫が必要となる。外耳道閉鎖症の場合は顔面神経走行異
常により、正円窓の処理が困難な場合がある。その場合は早めに卵円窓アプローチに切り替える判断が必要であ
る。卵円窓アプローチ用のカップラーの早期使用承認を期待する。

略歴（岩崎  聡）
1986年 三重大学医学部卒業
1986年 浜松医科大学耳鼻咽喉科入局
1998年 米国ハウス耳科学研究所留学
2000年 浜松医科大学耳鼻咽喉科講師
2010年 信州大学医学部人工聴覚器学講座 教授
2013年8月〜 国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科 教授

信州大学医学部客員教授 
2016年から聴覚・人工内耳センター長も併任
日本耳鼻咽喉科専門医、日本気管食道科専門医、臨床遺伝専門医
日本聴覚医学会代議員・編集部員、日本耳科学会代議員、
網膜色素変性症と難聴の患者の会（アイヤ会）の顧問
日本耳科学会人工聴覚器WG座長
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日本耳科学会教育セッション

日本耳科学会側頭骨組織病理標本データベース

髙橋　晴雄
長崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【側頭骨組織病理学の重要性】
医学研究には機能を調べる生理学と構造を調べる形態学という二つの大きな柱があり、どちらか一方のみでは
盲人が象に触れるように片手落ちであり、両方の切り口から調べて初めて真実がわかるといえる。側頭骨組織病
理学は耳科学での形態学の代表であり、生理学での知見の裏付けや、形態から生理（機能）を推測する重要な手
掛かりが得られるという点で、耳科学を学ぶ者にとっては不可欠な学問であるといえる。ただし大きな問題は、
ヒトの側頭骨の獲得、薄切標本の作製またその維持は倫理的、経済的、技術的に極めて難しいため、国内ではそ
の研究、学習の場（施設）が非常に限られていることであった。
日本耳科学会国内学術委員会では2012年から側頭骨組織病理標本データベース構築プロジェクトを立ち上げ、
まずヒト側頭骨組織病理標本の典型的画像を日本耳科学会ホームページ（以下ホームページ）に掲載してすべて
の会員がそれを閲覧できるように整備し、さらに全国の側頭骨組織病理標本を所有する大学耳鼻咽喉科が所蔵す
る側頭骨標本のデータベースを作成してそれを同じくホームページに掲載した。
下記にその利用法や意義などを述べる。

【正常例と疾患例の代表的側頭骨組織病理標本画像】
正常例の標本は成人2耳で、それぞれ水平断標本、垂直断標本が1例ずつであり、垂直断標本は耳管も含みその
断面が鼓室部から咽頭口まで観察できるもので、世界でも類を見ない貴重な標本である。これらの標本は米国ピ
ッツバーグ大学耳鼻咽喉科研究室で厚さ30μmに薄切されており、20－40枚に1枚Ｈ＆Ｅ染色を施して、それを
高解像度で撮影したJPEGファイルの形で掲載されている。水平断標本画像は26枚、垂直断標本画像は38枚掲載
されている。一方、疾患例の標本は福島県立医科大学耳鼻咽喉科所蔵の側頭骨標本の中から、奇形、感染、外
傷、腫瘍など代表的な疾患の標本画像を28枚掲載している。
これらの標本はコンピュータ上ですべて観察でき、さらに「日本耳科学会側頭骨組織病理標本データベース」
という出典と上記の標本の提供元を明記すれば、会員はそれらを自由にダウンロード、トリミングして研究・教
育目的に使用できる。
【側頭骨組織病理標本データベース】
側頭骨組織病理標本を所有する三つの大学（福岡大学、山梨大学、福島県立医科大学）の耳鼻咽喉科学教室が

所蔵する側頭骨組織病理標本のデータベースを作成し、ホームページに掲載している。データベースには施設
名、標本番号、性別、年齢、側、臨床診断、側頭骨所見が記載されており、会員はこれを研究・教育目的で利用
できる。
具体的には、会員はホームページ上でデータベースを閲覧し、特定の例の詳細な観察を希望する場合には、所
有施設と連絡を取って直接現地に赴いて観察できる。ただし標本の施設外への持ち出しは原則としてできない。
ただしこれらの標本は各施設で多大な労力・費用を費やして作製された貴重な財産であるため、下記の点に注

意して活用することになっている。
１．標本などのセキュリティー保全のために、各施設で設定されているルールに従って閲覧および利用すること
２．研究成果を公表する際には次の事項を遵守すること
＊　標本所有施設の関係者（所有施設で決定）を共同演者あるいは共同著者に加える。
＊　研究対象が「日本耳科学会側頭骨標本データベース」であることを公表する。

略歴
1977年 京都大学医学部附属病院研修医
1978年 田附興風会医学研究所北野病院耳鼻咽喉科
1984年 京都大学医学部耳鼻咽喉科助手
1987年 神戸市立中央市民病院耳鼻咽喉科副部長
1987年 米国ピッツバーグ大学医学部耳鼻咽喉科 側頭骨病理学部 研究員
1990年 米国ピッツバーグ大学医学部耳鼻咽喉科 研究助教授
1992年 京都大学医学部耳鼻咽喉科講師
1992年 京都大学医学部博士号取得「滲出性中耳炎と耳管」
2000年 大津赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道科部長
2002年 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科(耳鼻咽喉・頭頸部外科学領域)教授
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中耳真珠腫進展度分類2015、英語版JOS staging system, EAONO/JOS 
合意案の整合性について

東野　哲也 1、山本　　裕 2、阪上　雅史 3、羽藤　直人 4、小森　　学 5、
松田　圭二 1、森田　由香 6、髙橋　晴雄 7、小島　博己 2

1宮崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科、
3兵庫医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、4愛媛大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、

5東京慈恵会医科大学附属第三病院　耳鼻咽喉科、6新潟大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
7長崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

はじめに
日本耳科学会中耳真珠腫進展度分類2015は、弛緩部型、緊張部型、二次性ならびに先天性真珠腫を網羅する分
類案として耳科学会誌ならびにHP上に公開されている。また、その英語版もJOS staging systemとして、2016
年にANL誌と耳科学会HP上に公表されたが、さらに今回、ヨーロッパ耳科学会（EAONO）と日本耳科学会
（JOS）の合意案がJ Int Adv Otol誌に掲載された。このように真珠腫分類をめぐる国際展開が、第10回国際真珠
腫・耳手術学会（エディンバラ、2016年6月）Consensus sessionでの合意を目指したEAONOとJOSメンバーに
よる協議と並行して進められた。用語委員会としては耳科学会案を国際基準にすることを目標に据えたが、彼ら
との折衝の過程で若干の記述内容の変化が生じた。それらの経緯を説明するとともに用語委員会としての見解を
述べる。
中耳真珠腫病態分類について
進展度分類2015で定義付けした4つの病態分類のなかで、EAONOメンバーが難色を示したのが、二次性真珠

腫 “Secondary acquired cholesteatoma” であり、少なくとも “Primary acquired cholesteatoma” と対応するカ
テゴリーとしての同意は得られなかった。そこでJOS案として、後者をRetraction pocket cholesteatoma、前者
をNon-retraction pocket cholesteatomaとした上で、二次性真珠腫をcholesteatoma secondary to a chronic tensa
perforation（so-called secondary acquired cholesteatoma）と記載することで合意が得られた。
PTAM区分とSTAM区分について
耳科学会案とEAONO/JOS 合意案との最大の相違は、PTAM区分がSTAM区分に替わった点である。STAM
の Sは supratubal recess と sinus tympaniの頭文字からとったもので、JOSがP（Protympanum）として
supratubal recessを区別するのであれば、術野確保の難しいsinus tympaniも同様にT（tympanic cavity）から
区別すべきではないかというのがEAONO側の見解であった。それぞれ前鼓室と後鼓室に属する解剖学的には離
れた領域であるにも関わらず、臨床的に “difficult access sites” として、前者をS1、後者をS2と並列表記するこ
とになった。S分類は、JOS案ではアブミ骨病変の程度を示すための表記として用いており、我々にとっては望
ましくない表記ではあったが、他の大部分についてJOS staging systemへの合意形成がなされつつある流れの中
で、敢えて反論を控えた経緯がある。
EAONO/JOS 合意案に対する用語委員会の見解
日本耳科学会真珠腫進展度分類は、既に我が国では8年以上に渡り真珠腫の臨床や研究で広く活用されてきた

歴史があり、妥当性評価のための多施設臨床研究や昨年の全国登録研究結果からもその有用性が検証されつつあ
る。したがってその最新版である進展度分類2015とその英語版JOS systemは、是非このままの形で活用を継続
頂き、エビデンスを積み上げていって頂きたいと考えている。幸いEAONO/JOS 合意案の大部分がJOS 案の採
用で決着できたので、最も問題となるのはSTAM 区分に対する我々の対応である。もともと解剖学的バリエー
ションの大きい部位でもあり、今後解剖区分の考え方に微妙な齟齬が生じてくる可能性もあるが、国際誌への論
文投稿の際してはEAONO/JOS 合意案への配慮も必要である。当面は日本耳科学会のPTAM区分を踏襲しなが
ら、追加的に鼓室洞への進展の有無を記録して頂くことで臨機応変に対応することが望ましいと考えている。

略歴（東野 哲也）
昭和56年 宮崎医科大学耳鼻咽喉科学教室入局
平成01年 ミネソタ大学耳鼻咽喉科留学（visiting instructor）
平成07年 宮崎医科大学耳鼻咽喉科助教授
平成15年 琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教授
平成18年 宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教授
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耳管開放症診断基準案2016＆耳管機能検査マニュアル2016

小林　俊光、守田　雅弘、吉岡　哲志、水田　邦博、大田　重人、菊地　俊晶、林　　達哉、
金子　明弘、山口　展正、橋本　　省、小島　博已、村上　信五、髙橋　晴雄

日本耳科学会耳管委員会

１．背景
耳管開放症は珍しい疾患ではなく、潜在的開放耳管は人口の数％にみられる。開放耳管または閉鎖不

全耳管は真珠腫や癒着性中耳炎などの中耳疾患の誘因となる。また、中耳疾患の中には手術で聴力が改
善すると耳管開放症の症状を呈する隠蔽性耳管開放症といえる症例も多い。さらに、めまい患者の中に
は、合併する開放耳管のための中耳圧変動が、発作の誘因となっている症例もみられる。耳管開放症と
上半規管裂隙症候群は症状・所見が類似しており、両者の鑑別は重要な問題である。
このような耳管開放症への関心の高まりを背景として、2012年に日本耳科学会より耳管開放症診断基

準案2012が提案され、その一部が昨年改訂されアルゴリズムも提唱された（図１、図２）。同時に、耳
管機能検査マニュアルも9年ぶりに改訂されている。講演では、それぞれの要点を解説する。
２．耳管開放症診断基準案2016（図１、図２）のコンセプト
（１）耳管機能検査装置を持っていなくても使える診断基準案とした。
（２）不確実な症例が「確実例」に含まれることにならないように厳格な診断基準案とした。
（３）真の耳管開放症であっても受診時に症状がないと所見も乏しいため、除外されてしまいやすい。
この点への対策として、問診のみによっても「疑い例」とすることができ、再診時に症状・所見が追
加されれば「確実例」に変更できるようにし、取りこぼす症例を極力減らした。

（４）臥位でも耳管が閉鎖しないために症状が無くならない症例（耳管開放症「確実例」の数％程度）
を取りこぼすことのないように配慮した（診断基準案2B項）。
３．耳管機能検査マニュアル2016改訂のポイント
（１）耳管狭窄症の診断：音響法で能動的開大が記録されないだけで耳管狭窄症と診断するのは誤りで
あり、耳管狭窄症の厳密な診断には、受動的開大圧が高いことを示すべきことを記載した。

（２）耳管開放症の診断：新しい大田法（体位・体位変換音響法）を追加。
４．その他
耳管開放症診断基準案2016および耳管機能検査マニュアル2016は、日本耳科学会ホームページ

（www.otology.gr.jp/guideline）よりダウンロード可能である。英語版（JOS Diagnostic Criteria for Pat-
ulous Eustachian Tube 2016）がANL誌に近日中に掲載される予定である。

略歴（小林 俊光）
1975年 東北大学医学部卒業、耳鼻咽喉科入局
1996年 長崎大学教授（6年2ヵ月間）
2001年 東北大学教授（11年11ヵ月間）
2013年4月 仙塩利府病院 耳科手術センター長、現在に至る
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ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）

原渕　保明
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）はANCA関連血管炎によって生じる中耳炎で、その特徴は
①抗菌薬および鼓膜換気チューブが無効の難治性中耳炎を呈し、鼓室・乳突洞に貯留液または肉芽を認
める。②聴力では、進行する骨導域値の上昇を認める。③血清学的にはPR3-ANCAまたはMPO-ANCA
が陽性を示したものが80％程度ある。④中耳または乳突洞の生検では炎症性肉芽組織を認めるが、血管
炎または巨細胞などのANCA関連血管炎に特徴的所見を認めにくい。⑤顔面神経麻痺が40％、肥厚性硬
膜炎（下位脳神経症状）が25％程度認められる。⑥適切な治療を行わないと、進行し、全聾や脳底動脈
の血管炎によるクモ膜下出血に及ぶこともある。
早期診断、治療が重要であるが、初診時に他病変がなく、ANCAが同定されないことも多く、典型的

な病理所見も得られないことから、現行の多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、顕
微鏡的多発血管炎の診断基準を満たさない症例が多い。治療は、ステロイドを含めた免疫抑制療法が必
要であるが、診断がなされないため免疫抑制療法を開始できない、もしくは、現行の診断基準に当ては
まらないので膠原病内科などに相手にされないといったことが問題となっていた。このような背景か
ら、本疾患は2012年の日本耳科学会のシンポジウムにとりあげられ、診断基準案も同時に提唱された。
また、2013年、日本耳科学会にANCA関連血管炎性中耳炎全国調査ワーキンググループ（OMAAV-
WG）が発足し、グループ内での90症例を集積し、議論が積み重ねられ、診断基準（案）のブラッシュ
アップが行われた。さらなる大規模なスタディーとして、2014年に全国の耳鼻咽喉科を対象とした調査
がなされ、297例の症例をもとに本疾患の病態がさらに明らかにされ、2015年に最終の診断基準が提案
されている（表）。

略歴
1982年、旭川医科大学卒業。同年 札幌医科大学耳鼻咽喉科入局。
1987年、札幌医科大学医学研究科博士課程修了。
199１〜1993年、ニューヨーク州立大学バッファロー校リサーチフェロー。
1993年、札幌医科大学耳鼻咽喉科学講座講師。
1998年11月、旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座教授。
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テーマセッション１　Keynote lecture

Controversies in Cholesteatoma Treatment

Franco Trabalzini
Chief of ENT Dept, 

Meyer Children’s Hospital, Florence, Italy

The Author started his experience in surgical treatment of cholesteatoma in the early 90s.  However, after
twenty-five years, in the literature, long term results have not been well established yet and many aspects are
still under discussion, due to the lack of a common consensus.

In June 2016, the EAONO/JOS joint consensus on “Definitions, Classification and Staging of Middle Ear
Cholesteatoma” was formally presented at the 10th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery
in Edinburgh, it was also published in The Journal of International Advanced Otology.

Cholesteatoma is currently defined as a “mass formed by the keratinizing squamous epithelium in the tym-
panic cavity and/or mastoid and subepithelial connective tissue and by the progressive accumulation of keratin
debris with/without a surrounding inflammatory reaction” (J Int Adv Otol 2017; 13(1): 1-8)

Despite this cornerstone article, many issues are still controversial and have not been objectively classified
yet.

Pathophysiology of cholesteatoma has currently been partially understood.
Worldwide populations present differences in cholesteatoma incidence.
In Finland it was observed a mean of 9.2 per 100,000 inhabitants (range 3.7-13.9) (Kemppainen HO, 1999) 
A Denmark’ study reported surgical treatment for congenital cholesteatoma with value of 0.12 per 100,000

(Tos 2000). Total incidence rate was evaluated as 6.8 per 100.000 per year (Britze 2017)
Japan, has an annual incidence of 6.8-10.0 in a population of 100 000 as reported by Shibata in 2015 and the

study included cases treated with and without surgery.
There are still many types of mastoidectomy described in the Literature.  The various terms used by different

surgeons need to be well defined, so that an acceptable terminology can be applied.
Tips and pitfalls of different surgical approaches (atticotomy, canal wall up, canal wall down, obliterative tech-

niques) are being reported and discussed.
The advances in radiology with the advent of non-EPI-DW MRI, that is able to detect even very small residual

cholesteatoma after first-stage surgery by showing a high-signal intensity lesion, provides a better capability of
selecting patients for a second-look, avoiding unnecessary surgery.  Nevertheless, many CT scans are still re-
quired for follow-up, even in paediatric population.

The rate of total recidivism (residual and recurrent cholesteatoma) is reported to vary from 7 (Jansen 1978)
to 67% (Lino 1998).  The reason of this wide difference could be linked to the statistical method used and to the
length of patients’ follow-up.

In the late 90s, we reported a 33% of cholesteatoma recurrence in children at long term, evaluated with Ka-
plan-Meier survival analysis (Stangerupt 1998).  The article is compared with the most recent ones in terms of
length of follow-up, statistical analysis and the number of reported cases.

Biography
Professional Activity :
From 1991 to 2000 Venice Hospital Responsible for Otosurgery and Otoneurosurgery
From 2000 to 2010 Dept. of Otosurgery, Padua University Hospital Responsible for Otosurgery and Otoneurosurgery.
From 2010 to 2016 University Hospital of Siena Director of Otology and Skull Base Surgery Dept
From 2016 to date University Childrenʼs Hospital of Florence (Meyer) Director of ENT Dept
Education :
1988 Doctor in Medicine & Surgery, University of Siena Graduation with Honours
From 1988 to 1991 Residency in Otolaryngology Head & Neck Surgery, University of Siena
From 2004 to 2009 Residency in Neurosurgery, University of Padova
International Stages : Zurich (CH) University Clinic ENT, 1992
Marseille North Hospital, University ENT clinic, 1992
Stockholm (Sweden) Karolinska Institute, Clinical ENT, 1994
Los Angeles (USA), House Ear Institute, 1994
University of Copenhagen (DK), Gentofte Hospital, ENT clinic, 1995
University of IOWA (USA), Dept of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2001
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Canal wall down法選択症例の術後経過の検討
Postoperative results and status after Canal wall down tympanoplasty for

cholesteatoma

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

Yasuo Mishiro, Hirokazu Katsura, Shinya Miuchi, Miki Ikehata, 
Shigeto Ohta, Masafumi Sakagami

Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Hyogo College of Medicine

【はじめに】
真珠腫性中耳炎に対する手術方法は議論のあるところであるが、Canal wall down法（CWD法）が他の手

術法に比べ、再発が最も少ない。演者が1987年から2011年までに術者または指導医として手術を行った初回
真珠腫599例のKaplan-Meier法（K-M法）を用いた10年累積再発率を図に示したが、CWD法は4.1%と最も
再発が少ない結果であった。
一方、CWD法には１）上皮化まで時間を要する、２）耳漏の持続・反復、定期的な痂皮除去など乳突腔

障害、３）水泳などのマリンスポーツができないなどの欠点もある。
今回、演者がCWD法で手術を施行し、現在も外来で経過観察中の症例について検討した。

【対象】
1988年から2015年までに演者が術者または指導医として真珠腫性中耳炎に対しCWD法で手術を施行し、
最近1年以内に外来診察を行った96例を対象とした。性別は男性40例（42%）、女性56例（58%）、手術時の
年齢は6歳－77歳、平均46.7歳、中央値52.8歳であり、15歳以下の小児例が10例（10％）、65歳以上の高齢者
が16例（17%）含まれた。経過観察期間は0.8-28.3年、平均12.1年、中央値12.9年であった。また初回手術例
が40例（42%）に対し、再発例が56例（58%）であった。
【結果】
耳漏の停止しない症例は2例（2%）であったが、過去3年間に1度でも耳漏をきたした症例は12例（13%）で
あった。通院回数は年間2回までが82例（85%）であったが、年間6回以上の通院回数の症例も9例（9%）あ
った。真珠腫の再発は1例に遺残再発が見られ、K-M法による累積再発率は5年：0%、10年：1.7%であっ
た。
術前聴力が聾の症例が23例（24%）含まれるため、これらを除外した73例についての最終外来受診時の術

後聴力改善成功率（2010年日本耳科学会診断基準）は66％（48/73）であった。術式別では I型：100%
（1/1）、III型：76.3％（29/38）IV型：66.7％（12/18）と聴力改善を目的とした症例では比較的良好であっ
た。
【考察】

CWD法は再発を減らすということでは現状では最良の術式であるが、術後に耳漏を反復する症例も少な
からず存在する。今回は小児例では過去3年間に耳漏を認めた症例は1/10（10%）であったが、成人の長期
観察例ではいったん上皮化した後に耳漏を反復する症例もあり、若年者に安易に行うのは避けるべきであ
る。しかしながら再発例や高齢者、Only hearing earなど再発させないことが最大の目的である症例には
CWD法が最も良い適応であり、その手技や乳突腔障害を避けるための工夫に精通しておくべきである。
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テーマセッション１

当科における弛緩部型真珠腫の取り扱いと術後成績
Surgical management and outcome of pars flaccida cholesteatoma

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

Akira Ganaha, Teruyuki Higa, Shunsuke Kondo, Mikio Suzuki
Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, University of the Ryukyus

【はじめに】当科では、canal wall up法（以下、CWU）による一期的手術を基本としている。
CWUは、術後の創傷治癒やQOLに有利である一方、術中視野制限等に伴う遺残や、再形成再発
の問題がある。今回我々は、当科における弛緩部型真珠腫の取り扱いと術後成績について報告
する。また、再形成再発防止を目的としたブーメラン型軟骨によるscutum plastyの有用性につ
いても報告する。
【対象】2007年1月から2016年6月までに、当科で初回手術を行った弛緩部型真珠腫のうち、1年
以上経過観察した158例を対象とした。中耳真珠腫進展度および術後聴力成績判定は耳科学会の
基準に則った。
【結果】当科における真珠腫再発を表1に示す。当科では、StageI群においても残存後壁の可及
的保存の点からTCAよりCWUを積極的に選択しており、80%においてCWUが行われていた。
StageI群における再発率は、TCAとCWUの間に差を認めなかった。StageII群では 80%
（84/106）の症例でCWUが行われていた。再発率はCWUが9例（11%）である一方、canal wall
down法（以下、CWD）では1例（5%）であり、統計学的有意差は無いものの、CWUはCWDと
比較して再発が多い傾向を認めた。その一方、CWUに乳突充填術を併用した21例では再発を認
めず、非乳突充填例と比較し有意に再発率が低い結果であり、乳突充填術の併用は再形成再発
の予防に有効であると考えられた。StageIII群においては、術前の随伴病態としてCWを17例
（63%）に認め、その結果、74%（20/24）において、CWDが行われていた。StageIIIにおける再
発は1例であり、CWD後に外耳道の硬性再建を行った例におけ遺残性再発例であった。術後聴
力成績を表2に示す。術後聴力成績ではStage、伝音再建法、後壁処理による差を認めなかっ
た。ブーメラン形軟骨によるscutum plastyを行った55例（StageIb 13例、StageII 42例）におけ
る再形成再発は、留置軟骨と骨部外耳道の間隙から上皮が侵入し再形成を認めた1例であり、再
形成予防として本再建は有用であると考えられた。
【まとめ】CWUはCWDと比較し再発率が高い傾向を認めたが、乳突充填術やブーメラン軟骨に
よるscutum plastyの併用はCWUにおける再形成再発防止に有効。
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テーマセッション１

鼓室に限局した真珠腫に対する軟組織外耳道再建型鼓室形成術後の外耳道形態
Postoperative shape of the posterior canal wall reconstructed by soft 

material in cases of cholesteatoma limited in the epitympanum

湯浅　　有、湯浅　　涼
仙台・中耳サージセンター

Yu Yuasa, Ryo Yuasa
Sendai Ear Surgicenter

【緒言】
当院では鼓室に限局した真珠腫性中耳炎に対し、経外耳道的に上鼓室から乳突洞、または中鼓室後方

を開放し病巣郭清後、乳突蜂巣は削開せず、骨削除部位を皮下結合組織や外耳道皮膚皮弁にて形成して
いる。本法は形成部が軟組織であるため、他の硬組織による再建法に比し再陥凹性再発が多くなる可能
性がある。今回、我々は鼓室に限局した弛緩部型もしくは緊張部型の真珠腫性中耳炎に対して行った鼓
室形成術後の外耳道形態および真珠腫の再陥凹性再発に関して検討したので報告する。
【対象】

1994年から2014年において、当院にて鼓室に限局した弛緩部型もしくは緊張部型真珠腫性中耳炎に対
して施行された軟組織による外耳道再建型の鼓室形成術症例中、術後3年以上経過観察しえた109耳に対
し、術後の形成外耳道の形態、真珠腫の再陥凹性再発、術後聴力に関し検討した。性別は、男性62耳、
女性47耳、年齢は7歳から75歳で中央値は48歳、平均観察期間は74か月であった。術後外耳道形態に関
しては最終受診日の内視鏡写真またはカルテ所見を参照し、同部陥凹の程度をほぼ陥凹を認めない
（grade I）、軽度陥凹（grade II）、高度陥凹癒着（grade III）、陥凹部の清掃要（grade IV）、再陥凹性
再発（grade V）の5段階に分類し検討した。先天性真珠腫例、中心性穿孔を伴った非陥凹性のいわゆる
2次性真珠腫例、手術既往例、計画的段階手術例は除外した。
【結果】
術後外耳道形態は、grade I：29耳（26.6％）、grade II：35耳（32.1％）、grade III：32耳（29.4％）、

grade IV：7耳（6.4％）、grade V：6耳（5.5％）であった。日本耳科学会中耳真珠腫進展度分類におけ
る真珠腫進展範囲は、弛緩部型57耳でIa：1耳（1.8％）、Ib：35耳（61.4％）、II：21耳（36.8％）、III：0
耳（0％）であり、緊張部型52耳ではIa：14耳（26.9％）、Ib：26耳（50.0％）、II：11耳（21.2％）、III：
1耳（1.9％）であった。術後聴力に関しては、閾値スケールアウト症例を除外した弛緩部型56耳におい
て術後気導、術後気骨導差、術後利得の平均はそれぞれ34.4 dB、12.6 dB、4.6 dBであり日本耳科学会
2010年案での成功例は42耳（75.0％）、また緊張部型51耳では術後気導、術後気骨導差、術後利得の平
均はそれぞれ34.4 dB、12.6 dB、4.6 dBであり成功例は27耳（52.9％）であった。
【考察】
真珠腫形成の因子に関しては、耳管機能、乳突蜂巣のガス交換、鼓室内の換気経路等が挙げられてい

るがいまだその成因は不明瞭である。このため、術後の再陥凹性再発は一定の割合で起こり得る。当院
では鼓室に限局した真珠腫に対し、真珠腫存在部位周囲の骨削除による明視下での真珠腫摘出後、軟組
織にて同部外耳道を再形成している。本法においても他の術式と同様に形成外耳道の再陥凹から陥凹部
が乳突洞方向に進展した再陥凹性再発の可能性が考えられる。本検討では73％の症例で、術後外耳道の
何らかの陥凹が生じているが、さらに陥凹部の角化物堆積や炎症のコントロールが困難となり再陥凹性
真珠腫に移行し再手術を要する症例は5.5％と他の硬組織による再建法と同等であった。この要因とし
て、手術時の骨削除により術後陥凹の開口部がある程度広く保たれるため、骨破壊や陥凹進展の要因と
考えられる同部位の炎症や痂皮堆積への対応が比較的容易であることが考えられる。しかしながら一度
陥凹部が、残存している外耳道後壁骨の内側に進展してしまえば、同部の処置は困難となり真珠腫再形
成による再手術が必要となる。このため、最近では特に上鼓室限局性の真珠腫に対し、上鼓室外側壁の
みならず外耳道後壁をすべて削除したのちに軟組織にて後壁再建を行っている。理論的には術後の陥凹
は形成部位全域に起こり、陥凹部位の死角はなく、同部の処置は容易に行われる。万一、後壁形成部位
の前方一部のみが陥凹し、後方の非陥凹部位内側に進展した真珠腫再形成の際も、外来にて残存非陥凹
形成部位の皮膚を切除することにより、再形成真珠腫は外耳道側に開放されコントロールが可能とな
る。
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テーマセッション２　Keynote lecture

Conductive Hearing Loss with intact Tympanic Membrane
The contribution of the pre-op imaging work-up

Erwin Offeciers1, Jan W. Casselman2,3, Bert De Foer2, Zarowski Andrzej1, 
van Dinther Joost1, Somers Thomas1

ENT Department – European Institute for ORL-HNS1 & department of Radiology2, 
St- Augustinus, Wilrijk, Belgium

Department of Radiology, AZ St-Jan Brugge AV, Brugge, Belgium3

The lecture will illustrate how state-of-the-art imaging improves the pre-operative diagnostic work-
up in patients presenting with conductive or mixed hearing loss with an intact tympanic membrane,
which is the typical presentation status of otosclerosis patients.  The imaging work-up helps to establish
the differential diagnosis with other causes, helps to avoid surgical complications or surprises as well
as unwarranted interventions, and thus ultimately affects the therapeutic outcome.  

The lower radiation burden of Conebeam CT and its improved spatial resolution (150 µm versus 500
µm) as compared to conventional multi-detector CT, has led the authors to routinely apply it in the
pre-operative work-up of patients presenting with conductive or mixed hearing loss with an intact tym-
panic membrane.  CBCT plays an important role in pre-operatively confirming the presumed diagnosis,
in identifying contra-indications to functional surgery and in informing the surgeon about potential dif-
ficulties and complications during surgery, thus allowing the clinician to counsel the patient more com-
prehensively and to better plan and prepare the operation.

Presenting illustrative clinical examples, the authors will treat in detail a list of ambiguities, generated
by the traditional diagnostic methods at our disposal (personal and family history, otoscopy, audiometry)
and solved by pre-operative diagnostic imaging.  Some examples in point are: atypical history of hearing
loss, suspected congenital hearing loss, suspect otoscopic image, asymmetric BC thresholds, profound
mixed loss, suspect tympanometry and cases for revision stapes surgery.  CBCT helps to document
the diagnosis of the following pathologies: otosclerotic and other stapes fixations, tympanosclerosis, post-
traumatic and post-inflammatory ossicular lesions, minor middle ear dysplasia’s, labyrinth dysplasia’s
and SCCD.  MRI can be used to exclude or confirm a schwannoma, a suspected congenital cholesteatoma
or labyrinth dysplasia.

Pre-operative Conebeam CT imaging is very useful for the honest and realistic pre-operative coun-
selling of the patient regarding the short and long term outcome of the surgical procedure.  As such
its use has medicolegal implications.

The aim of this lecture is to provide the clinician with the state-of-the-art information that allows him
to ask his radiologist the pertinent questions, thus fostering a closer collaboration between the clinician
and the radiologist.

Biography
Erwin Offeciers MD PhD, Chairman of the European Institute for ORL - ORL Department-, Sint-Augustinus Hospital, Wilrijk-
Antwerpen, Belgium since 1991. Guest Professor at the Audiology Dept. - Thomas More Institute - University of Leuven
since 2003.  Head of the ORL-HNS Training Program, Sint-Augustinus Hospital (University of Antwerp 1991-2012), (University
of Leuven - KULeuven since 2012).
Member of the International Editorial Board of “Otology & Neurotology” (USA 1995-2011), “Cochlear Implants International”
(UK start -2010), the “Ear Nose and Throat Journal” (USA 1994-2005), the European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
(2007-2011), the Journal of International Advanced Otology -formerly the Mediterranean Journal of Otology (since 2008).
Referee for the International Journal of Audiology  and for the Acta Oto-laryngologica. Editor of the quarterly IFOS Newsletter
(1991 - 2001).
Current main research interests: chronic middle ear pathology; functional and reconstructive middle ear surgery; cochlear
implant research, development and clinical application; imaging of the auditory system.

Otol Jpn 27 (4) :269 , 2017

T2-1



テーマセッション２

耳硬化症患者の疫学調査と解析結果
Epidemiologic study of otosclerosis in Japan

熊川　孝三 1、武田　英彦 1、東野　哲也 2、髙橋　晴雄 3、曾根三千彦 4、小川　　郁 5、
鈴木　幹男 6、西崎　和則 7、宇佐美真一 8、池園　哲郎 9

1虎の門病院耳鼻咽喉科、2宮崎大学耳鼻咽喉科、3長崎大学耳鼻咽喉科、
4名古屋大学耳鼻咽喉科、5慶応義塾大学耳鼻咽喉科、6琉球大学耳鼻咽喉科、

7岡山大学耳鼻咽喉科、8信州大学耳鼻咽喉科、9埼玉医科大学耳鼻咽喉科
Kozo Kumakawa1, Hidehiko Takeda1, Tetsuya Tono2, Haruo Takahashi3, Michihiko Sone4,

Kaoru Ogawa5, Mikio Suzuki6, Kazunori Nishizaki7, Shin-ichi Usami8, Tetsuo Ikezono9

1Toranomon Hospital, 2Miyazaki Univ, 3Nagasaki Univ, 4Nagoya Univ, 5Keio Univ, 
6Ryukyu Univ, 7Okayama Univ, 8Shinshu Univ, 9Saitama Univ

目的 厚生労働科研費難治性疾患等政策研究事業として、エビデンスに基づいた診療ガイドライン作成を目指す
ことを目的として、研究班で耳硬化症に関する疫学調査を行った。
方法 ファイルメーカープロで耳硬化症症例登録プログラムを完成し、実際に登録を行った。20施設から登録が
あったが、うち登録内容が評価可能な耳数は336耳であった。登録項目は、一般的な疫学調査、手術手技、術前
後の聴力などに加えて、骨導聴力レベルとCT所見の相関についても解析を行った。蝸牛型耳硬化症の側頭骨CT
の評価方法として、Rotteveelらが提唱している脱灰像の位置と範囲による分類を採用した。なお、演題登録に
は８耳以上の登録があった９施設を記入した。
結果
１．一般的な疫学調査項目

336耳中、女性245、男性91であった。
施行された術式については、a. Stapedotomy、b. Partial stapedectomy、c. Total stapedectomy、d. アブミ骨

可動術Stapes mobilization、e. 人工内耳埋め込み術、のいずれに該当するかを調べた。その結果、Stapedotomy
が62.5%を占め、Partial stapedectomy 57耳17%、Total stapedectomy 50耳15%、Stapes Mobilization 5耳、工内
耳埋め込み術14耳であった。
術後の成績について、術後気骨導差（0.5、1、2、3 kHzの4周波数平均、ただし3 kHzは2 kHzと4 kHzの平均
値で代用）を用いて検討した結果、aとb, c間の平均値の差については有意差は認められなかったが、aとd間の
平均値はd＞aであり、危険率5%で有意差が認められた。
アブミ骨底板開窓に用いられた器具については、レーザーは19耳と少なく、スキータードリルと手もみドリル
が83耳で同数であった。残りは回答が無く、％は明らかではないが、まだ、レーザーを採用する施設は少ないと
言える。使用されたピストンについては、Teflon pistonが159耳で約半数を占めた。次いで、Teflon wire piston
が89耳、その他はチタンあるいはセラミクスと考えられる。
２．CT所見と骨導聴力レベルの解析

Rotteveelらによる脱灰像の位置と範囲による分類ごとに術後骨導値４分法の平均骨導値を求めた。この結
果、CT正常群では 26.1±9.2、脱灰がGrade 1 では 26.5±8.5、Grade 2A では 37.4±13.2、　Grade 2B では
65.0±0.0、Grade 2Cでは 70.5±3.0、Grade 3 では70.0±4.1であり、蝸牛周囲の骨吸収の程度が進行するのにつれ
て骨導値も上昇していた。正常CT群との比較では、Grade1以外の群ではすべて骨導値は有意に上昇していた。
考察
１．一般疫学調査　耳硬化症は女性に多く、その比はほぼ３：１であった。また家族歴を有する例も5.4%に認め
られた。Stapedotomyおよびpartial stapedectomyが80%を占め、わが国でも世界的な趨勢に一致した小侵襲術
式が選択されていることが分った。
アブミ骨底板開窓に用いられた器具については、レーザーは19耳と少なく、スキータードリルと手もみドリル
が83耳で同数であった。使用されたピストンについては、MRI compatibleなTeflon pistonが159耳で約半数を
占めた。次いで、Teflon wire pistonが89耳、その他はチタンあるいはセラミクスと考えられる。
２．CT所見と骨導聴力レベルの解析
これまで、耳硬化症における骨導聴力レベルと海綿状骨変化を評価するCT所見との関連では、明らかな関連

は認められないという報告があったが、アブミ骨手術の対象となる症例では、元来、骨導値の上昇が少ないもの
が多く、今回、人工内耳例も含めた。正常CT群との比較では、Grade 1以外の群ではすべて有意な骨導値の上昇
であった。すなわち、蝸牛周囲の骨吸収が進行するのに関連して骨導値も上昇していた。
結論 耳硬化症の少ないわが国で大規模な疫学的研究がなされたことは皆無であり、またアブミ骨手術のみなら
ず、高度感音難聴となり人工内耳が行われた多数例の登録がなされたという意味でも本研究は意義があった。特
に、蝸牛周囲の骨吸収の程度が進行するのに一致して、骨導平均値も有意に上昇することが判明し、治療指針
上、有用な結果が得られた。
本研究は平成28年度厚生労働科学研究費補助金の補助によって行われた。
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テーマセッション２

アブミ骨手術によるAB-gapと骨導閾値の変化について
Changes in AB-Gap and Bone conduction threshold through Stapes surgery

竹内　成夫 1,2、奥野　妙子 2、立川麻也子 2,3、梶本　康幸 2、畑　　裕子 2

1NTT東日本関東病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2三井記念病院　耳鼻咽喉科、
3東京女子医科大学病院　耳鼻咽喉科

Shigeo Takenouchi1,2, Taeko Okuno2, Mayako Tachikawa2,3, Yasuyuki Kajimoto2, Yuko Hata2

1Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, NTT Medical Center Tokyo,
2Department of Otorhinolaryngology, Mitsui Memorial Hospital, 

3Department of Otorhinolaryngology, Tokyo Woman's Medical University Hospital

耳硬化症は難聴および耳鳴を主徴とし、次第に伝音成分・感音成分両者の閾値が上昇する疾
患である。耳硬化症の特徴的な検査所見として標準純音聴力検査で伝音難聴を示し、骨導値に
ついては正常か、2kHz付近で閾値の上昇を示すCarhart’s notchが特徴的である。進行した症例
では感音難聴が加わり、混合性難聴を呈するようになる。

2016年耳科学会にて当院手術症例の20年までの長期経過について報告したが、その結果につ
いて術前骨導閾値毎に分類しなおし、術前後のAB-gap、術後のAB-gap closure、骨導閾値につ
いて評価した。

1993年7月から2016年3月の22年8ヶ月の期間に耳硬化症と診断して初回手術を行った症例の
うち、骨導聴力結果のある88例106耳の聴力結果をもとに解析を行った。男女比は男性25例
（23.6％）、女性81例（76.4%）であり、左右の内訳は右45耳（42.5％）、左61耳（57.5％）であっ
た。手術時の年齢分布は21歳から74歳で、平均51歳、中央値は52歳であった。平均術後フォロ
ー期間は5.0年、最長フォロー期間は21.7年であった。
手術法はmanual perforatorにてアブミ骨底を開窓し、1例を除いて磁場の影響を受けないテフ

ロンピストンを挿入してキヌタ骨長脚に設置している（1例のみテフロンワイヤーピストン）。
術式はそれぞれstapedotomy 94例（88.7%）、stapedectomy 5例（4.7%）、partial stapedectomy
7例（6.6%）であった。
術前AB-gapの値に基づき、20dB未満、40dB以上、20dBから40dBの間を5dB毎、の6群に分

類し、各症例の聴力検査のうちAB-gapが最小の時点の聴力検査のデータを利用して純音聴力平
均閾値（3分法、以下PTA）・AB-gap・平均骨導閾値（以下BCA）・AB-gap closure（術後気導
聴力閾値と術前骨導閾値からAB-gapを計算したもの、以下AB-gC）（AB-gap, BCA, AB-gC: 0.5k,
1k, 2k, 3kHz（3kHzは2kHzと4kHzの平均で代用）の平均値)を評価した。術後PTAは各群の値
を平均すると29.2±0.36dBであった。AB-gapも術後10.2±0.36dB程度に改善しているが、AB-gC
に関しては0.96〜6.54dB程度とばらつきが大きかった。BCAも5.88±0.29dB改善しており、耳硬
化症が骨導閾値にも影響を及ぼしていることを改めて確認できた。
また、術前・術後のCarhart’s notchについて本症例106耳で検討した。0.5k、1k、2ｋ、4kの

値を用い、両側の平均値よりも10dB以上骨導閾値が高いときにnotch陽性とした。術前聴力で
notch陽性のものは54例（50.9%）であり、このうち典型的な2kHzのnotchが51耳、1kHzが3耳
であった。術後の骨導検査では2回以上notchを認めたものを陽性と判断した。術前に2ｋHzに
notchのあった51耳のうち、notchの残存するものは18耳、消失したものは33耳であった。また
1kHzで陽性であった3耳のうち、2kに移動したものが2耳、消失したものは1耳であった。また
術後に初めてnotch陽性となった症例を5例認め、2kに3耳、1kに2耳であった。今回の症例では
Carhart notchは術後6割近く消失し、幾つかの症例ではnotchが新たに生じるという結果が得ら
れた。
耳硬化症に対するアブミ骨手術のAB-gapや骨導に対する影響について、上記の結果に詳細な

分析・文献的な検討を加えて考察する。
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テーマセッション２

耳硬化症症例におけるアブミ骨の傾斜についての検討
Obliquity of the stapes in patients with otosclerosis

中村　謙一 1、島田　茉莉 1、佐々木　徹 1、伊藤　真人 1,2

1自治医科大学　医学部　耳鼻咽喉科、
2自治医科大学　とちぎ子ども医療センター　小児耳鼻咽喉科

Kenichi Nakamura1, Mari Shimada Dias1, Toru Sasaki1, Makoto Ito1,2

1Department of Otolaryngology, Jichi Medical University, 2Department of Pediatric 
Otolaryngology, Jichi Medical University, Tochigi Pediatric Medical Center

耳硬化症は骨融解と再石灰化を特徴とする骨異形成病変が耳嚢に生じる疾患である。病変の
局在によって卵円窓、正円窓、岬角などの迷路外側壁を侵す fenestral typeと蝸牛周囲を侵す
retrofenestral typeに分類され、初期は限局性病変であるが、徐々に進行してびまん性病変とな
る。早期とされる骨融解期では蝸牛、前庭周囲に骨脱灰像を認め、その後の骨硬化期では再石
灰化による卵円窓、正円窓の狭小化やアブミ骨底板の肥厚を認める。高分解能CT検査の発達に
より、これらの骨異形成病変の描出が可能となり、今日の耳硬化症の診断においては、標準純
音聴力検査、ティンパノメトリー、アブミ骨筋反射といった臨床検査に加えて高分解能側頭骨
CT検査が中心的な役割を担っている。前述した画像所見は耳硬化症に特異的であり、診断的価
値が高いが、高分解能CT検査で明らかな異常所見を認めない症例も存在する。近年、Anandら
はアブミ骨底板周囲の再石灰化に伴い、二次性のねじり力によってキヌタ骨の下方への牽引が
生じることに注目し、耳硬化症症例ではアブミ骨頭から顔面神経水平部の距離が大きくなるこ
と、アブミ骨が岬角に向かって傾斜していることを示し、耳硬化症の画像診断に有用であると
報告した。そこで我々は、当科で手術治療を行い、耳硬化症と診断された症例において、術前
に施行した側頭骨CT画像をもとにアブミ骨の傾斜について検討を行った。
対象は2006年１月から2016年12月の間に当科でアブミ骨手術を施行し、耳硬化症と診断され

た9例15耳とした。対照群は突発性難聴、外耳道腫瘤、外傷性鼓膜穿孔などの患者で側頭骨CT
検査を施行し、聴力検査が正常であった健側の11耳とした。耳硬化症群、対照群の側頭骨CT画
像からアブミ骨頭が描出される冠状断画像を選択し、アブミ骨頭から顔面神経水平部までの距
離およびアブミ骨頭と卵円窓を結んだ線とアブミ骨頭と岬角を結んだ線で構成される角度を測
定した。
アブミ骨頭から顔面神経水平部までの距離については、耳硬化症群で平均2.28mm、対照群で

平均1.8mmと有意差を認めた（p＜0.05）。アブミ骨頭と卵円窓、アブミ骨頭と岬角で構成される
角度については、耳硬化症群で平均71.8°、対照群で平均91.5°と有意差を認めた（p＜0.05）。
この結果は耳硬化症群でキヌタ骨が下方に牽引され、アブミ骨に傾斜が生じていることを示し
ており、Anandらの報告を支持する結果であった。
アブミ骨頭から顔面神経水平部までの距離について、Zhuらは1.18±0.42mmと報告しており、

今回、耳硬化症群で認められた2.28mmという結果は、この平均値から大きく逸脱する値であ
り、画像所見から鑑別診断を行う上で注目すべき点と考える。また今回の検討方法はアブミ骨
頭が描出される冠状断画像のみで測定を行うので非常に簡便であるが、測定の基準点を正確に
設定するためには、出来るだけ薄いスライス幅での撮像が重要であると考える。
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テーマセッション３

当科に先天性真珠腫の術式の検討
─内視鏡手術時代の治療戦略─

Surgery for congenital cholesteatoma: 
Therapeutic strategy in the endoscopic era

小林　泰輔、小森　正博、兵頭　政光
高知大学医学部　医学部　耳鼻咽喉科

Taisuke Kobayashi, Masahiro Komori, Masamitsu Hyodo
Department of Otolaryngology, Kochi Medical School

先天性真珠腫は近年症例数が増加しており、2015年日本耳科学会の全国真珠腫手術症例登録調査で
は、登録数の12.9％を占める。これは、顕微鏡や内視鏡の普及により、より早期に多くの症例が発見さ
れるようになったためと考えられる。一方、近年、経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）が普及して
きた。鼓室型先天性真珠腫は名称の示す通り鼓室に発生母地があり、通常感染がないため、TEESの良
い適応である。本報告では、TEES導入後の当科における先天性真珠腫の手術方法とその成績を検討し
た。
症例は2009年10月から2017年３月に当科において手術を行った鼓室型先天性真珠腫、男19人、女9人

の28人、29耳である。年齢は１歳から13歳（平均4.1歳）、中央値3歳であった。日本耳科学会進展度分
類2015（以下JOS2015）ではstage Iaが14耳、Ibが1耳、Icが3耳、stage IIが11耳、stage III、IVはな
かった。術式は23耳でTEESが、６耳で顕微鏡下耳科手術（MES）が行われていた。TEESを行った23
耳の内訳は、stage Ia の14耳、Ibの 1耳、Icの 1耳で鼓室形成術I型が行われ、Icの２耳でIIIc（うち1耳
で段階手術）が行われていた。Stage II 5耳のうち２耳は I型、1耳で IIIi-M、1耳で IVcが行われていた
（1耳は段階手術２回目の待機中）。段階手術が行われた３例では全例遺残が認められた。一方、MESが
行われた6耳はいずれもstage IIであった。全例段階手術が行われ、4耳で遺残があった。現在の所、全
例再発を認めていない。聴力評価可能であった、TEES群22耳すべて、MES群5耳中3耳が日本耳科学会
聴力成績判定基準（2010）で「成功例」であった。
先天性真珠腫は自然消退例も報告されているが、当科では、大きさがごく小さな症例を除いては、基

本的に手術を行っている。その基本方針を図に示す。乳突洞に進展していない先天性真珠腫はTEESを
行い、遺残が否定できない症例は段階手術としている。乳突洞に進展した症例では、MESで乳突削開
術を行っている。この際も必ず内視鏡下に鼓室の処理を先行して行っている。また、先天性真珠腫症例
は耳管機能良好な症例が多く、外耳道後壁保存型鼓室形成術を行っている。先天性真珠腫は幼少児が多
く、病期と進展度に応じた手術を行うとともに、侵襲の少ない術式を選択するべきである。
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テーマセッション３

先天性真珠腫に対する内視鏡下耳科手術の遺残性再発に関する検討
Residual recurrence of congenital cholesteatoma after the transcanal 

endoscopic ear surgery

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

1山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2山形市立病院　済生館　耳鼻いんこう科、
3日本海総合病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

Tsukasa Ito1, Toshinori Kubota1, Takatoshi Furukawa1, Kazunori Futai2, 
Chikako Shinkawa3, Seiji Kakehata1

1Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Yamagata University Faculty of Medicine,
2Department of Otorhinolaryngology, Yamagata City Hospital Saiseikan, 

3Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nihonkai General Hospital

【はじめに】近年、高精細3CCDカメラの進歩にともない、全ての行程を内視鏡で行う経外耳道的内視鏡
下耳科手術（transcanal endoscopic ear surgery: TEES）の適応が拡大してきている。内視鏡下手術で
はその広角な視野により一視野で中鼓室の全体像を把握することが可能であり、さらに内視鏡を接近さ
せることで、必要最小限の骨削開で十分な術野を展開できる。我々は2011年より中耳疾患に対し、直径
2.7mmの内視鏡にfull HD 3CCDカメラを組み合わせてTEESを施行している。当科におけるTEESの適
応は、慢性穿孔性中耳炎や中耳奇形などに加え、中耳真珠腫に対してもTEESを応用している。今回は
当科にて内視鏡を使用して手術治療を行った先天性真珠腫における術後遺残性再発について検討し、内
視鏡下耳科手術の有用性や問題点について報告する。
【真珠腫の治療方針】当科では先天性、後天性いずれの真珠腫手術でも上鼓室や乳突洞病変への操作が
必要な場合には、イリゲーションとサクションを兼ね備えた超音波手術器Sonopetやカーブバーを用い
たtranscanal atticoantrotomyを行い、最小限の骨削開で乳突洞までアプローチを行うPowered TEESで
対応している。術前画像検査で真珠腫の進展範囲が乳突蜂巣まで及んでおり、従来の顕微鏡下で行う
mastoidectomyを併用した経乳突プローチを選択した場合でも、必ず内視鏡を併用して死角を減らし、
明視下に連続的に真珠腫を剥離摘出することを心がけている。原則的には一期的手術を行うが、術中に
真珠腫を明視下に連続的に剥離摘出することが困難で遺残のリスクが高いと判断した場合には段階手術
を選択している。
【対象と方法】対象は2011年12月から2015年10月までに手術を行った先天性真珠腫23耳、年齢は2歳か
ら16歳（平均7.5歳）で術後平均観察期間は29ヶ月である。術式の選択はCTとMRI（non-EPIDWIと
MRCのfusion画像）所見、合併症の有無より決定し、1）乳突洞までの進展例にはPowered TEES、2）
乳突蜂巣への進展例では鼓室に対するTEESとCWU mastoidectomyを併用したDual Approach、3）高
度進展例にはCWD mastoidectomyの適応とし、明視下に連続的に真珠腫を剥離摘出できなかったと術
中に判断した場合に段階手術を選択した症例である。
【結果】日本耳科学会進展度分類の内訳はStage I：6耳、Stage II：16耳、Stage III：1耳、Potsic分類で
はStage I：5耳、Stage II：2耳、Stage III：11耳、Stage IV：5耳であった。また、真珠腫に対する選
択術式はTEES：20耳、Dual Approach：3耳であり、8耳に段階手術が選択されていた。伝音再建後1年
以上経過観察を行った23耳のうち、遺残性再発を認めたのは6耳（26％）であり、再発部位はサジ状突
起周囲が3耳、顔面神経水平部、鼓索神経周囲、鼓室岬角がそれぞれ1耳であった。
【考察】先天性真珠腫に対する内視鏡下耳科手術後の遺残率はこれまでの報告と同等の結果であった。
2016年の本学会にて報告した後天性真珠腫113耳（平均観察期間33ヶ月）における内視鏡下耳科手術の
検討では、遺残性再発は8耳（7％）と従来の報告に比較して遺残率は低く、真珠腫遺残抑制に対する内
視鏡下手術の有用性を確認できた。しかしながら今回検討した先天性真珠腫の遺残率はこれまでの報告
と同様であり、その抑制効果を確認することができなかったため、遺残性再発症例について遺残部位に
着目して手術記録や手術ビデオを詳細に分析し、先天性真珠腫に対する内視鏡下耳科手術の問題点、今
後の改善策などを検討し報告する。
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経外耳道的内視鏡下耳科手術における乳突削開術の工夫
Newly-devised mastoidectomy during transcanal endoscopic ear surgery

西池　季隆、大島　一男、上塚　　学、横井　　慶、上野　裕也、
梅田　直暉、佐々　暢亜、富山　要一郎
大阪労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

Suetaka Nishiike, Kazuo Oshima, Satoru Uetsuka, Kei Yokoi, Yuya Ueno, 
Naoki Umeda, Noa Sasa, Yoichiro Tomiyama

Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Osaka Rosai Hospital

当科では、積極的に経外耳道的内視鏡下耳科手術（transcanal endoscopic ear surgery:
TEES）を行っており1）〜3）、本学会で発表を重ねてきた。過去に当科はstage IIの中耳真珠腫に対
しては、顕微鏡下耳科手術の適応と報告したことがある 4），5）。しかし、現在は知識の増加と技術
の発展および器具の整備が進んだため、stage IIの中耳真珠腫に対しても積極的にTEESを行っ
ている 6）。
乳突洞に進展した中耳真珠腫の清掃のためには、内視鏡下に外耳道後壁の削除を必要とす

る。我々のデータでは、そのために必要な骨削開の面積の中央値は37.3 mm2であり、非常に小
さい骨削開で真珠腫を摘出できた 6）。当科では、乳突削開にはカーブコースダイアモンドバーを
VISAO（メドトロニック）に取り付け使用している。しかし、これでは骨削開部に生理食塩水
をかけることができない。我々は初期には水をかけずに乳突洞削開を行っていたが、骨粉が飛
び散り視野の妨げとなっていた。また削開部の熱損傷の危険性もあった。そのため、現在では
水中下に骨削開を行う様にしている。水中下に行うTEESの利点はYamauchi et al2）が初めて報
告した。我々は、内視鏡の光学子管に電動式内視鏡レンズ洗浄器のシース（エンドスクラブシ
ース、メドトロニック）を取り付け、そこから水を供給し水中下に乳突洞削開（Endoscopic
hydro-mastoidectomy with lens cleaning system）を行う様にしている。
その利点としては、術者が随意にフットスイッチにて水供給のオンオフを行うことができる

ことである。欠点としては、シースの分だけ内視鏡が太くなり、狭い外耳道の中で操作性が劣
ってくることである。そのため、当科ではまずノミ･ツチにて外耳道骨削開を行い、十分な空間
ができてからレンズ洗浄器補助下の水中下乳突洞削開術を行っている。
代表的な症例のビデオを供覧する予定である。

文献
1）Tarabichi M: Endoscopic management of acquired cholesteatoma. Am J Otol 18: 544-549, 1997
2）Yamauchi D, Yamazaki M, Ohta J, et al.: Closure technique for labyrinthine fistula by "un-

derwater" endoscopic ear surgery. Laryngoscope, 2014
3）Kakehata S, Watanabe T, Ito T, et al.: Extension of indications for transcanal endoscopic ear

surgery using an ultrasonic bone curette for cholesteatomas. Otol Neurotol 35: 101-107, 2014
4）西池季隆: 内視鏡下耳科手術：教育としてのツール. Otology Japan 24: 277-282, 2014
5）西池季隆:【難聴研究の新展開】内視鏡下耳科手術の発展. 脳21 17: 309-312, 2014
6）Imai T, Nishiike S, Oshima K, et al.: The resected area of the posterior wall of the external

auditory canal during transcanal endoscopic ear surgery for cholesteatoma. Auris Nasus Lar-
ynx 44: 141-146, 2017
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当科での経外耳道的内視鏡下耳科手術における工夫：
3 hands techniqueを中心に

Three hands-based techniques in endoscopic ear surgery: pearls and pitfalls

藤岡　正人、小澤　宏之、神崎　　晶、大石　直樹、粕谷　健人、野口　　勝、
西山　崇経、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

Masato Fujioka, Hiroyuki Ozawa, Sho Kanzaki, Naoki Oishi, Kento Kasuya, Masatu Noguchi, 
Takanori Nishiyama, Toru Ishikawa, Makoto Hosoya, Kaoru Ogawa

Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Keio University School of Medicine

光学機器の進歩と各種器具の上市を背景に昨今急速に普及している経外耳道的内視鏡下耳科手術
（transcanal endoscopic ear sugery: TEES）は、その近接した広い視野角による死角の減少と微細で鮮
明な映像情報とを利点とする反面、片手操作ゆえの不便さが常に伴うとされる。一方、鼻科領域で標準
術式となっている内視鏡下鼻副鼻腔手術は経鼻内視鏡頭蓋底手術（endoscopic endonasal skull base
surgery: EESBS）へと発展を見せている。この内視鏡手術では二人の術者による “4 hands surgery”
が一般的になりつつあり、本学では延べ400例を越す経験を有している。当科ではTEESでも同様に術
中の大部分の行程において助手（scoper: スコーパー）が内視鏡を持ち視野を作る、“3 hands surgery”
でのTEESを積極的に行っている。この手法を用いると、術者が両手操作で作業を行うことができ、か
つ術野の変化に合わせて迅速に内視鏡を移動できるため、近接した死角の少ない視野を確保することも
可能である。
一般に内視鏡手術においては視覚情報が２次元で提供され立体視ができず、術者は内視鏡を移動させ

た際の移動距離を映像情報としてフィードバックすることにより深度情報を統合して認識する。そのた
め、内視鏡操作と術操作を異なる術者が行う3 hands surgeryは、従来の内視鏡下手術に習熟した耳鼻
科医にとっても、そのものが特殊な手技である。また術者とスコーパーが相補的な手技を同時に行うチ
ームワークが手術の円滑な進行に不可欠であり、多くのノウハウが存在する。特にTEESでは鼻副鼻腔
以上に狭いスペースで手術が展開されるため、スコーパーの臨機応変、迅速かつ的確な内視鏡操作によ
り、視野とワーキングスペースを同時に確保することがEESBS以上に厳しく要求される。これらの理
由から、術行程のごく一部を3 hands techniqueで対処することは比較的容易でも、多くの行程を行お
うとすると難しい局面がしばしば生じる。
以上を踏まえて、本演題では当科で心がけている3 hands surgeryでのTEESの工夫について提示した

い。安全かつ迅速な3 hands-TEESには、EESBSの手術教育を基盤とした手技習得と、cadaver dissec-
tionによる十分なトレーニングが肝要と考えている。
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Double handed technique in the endoscopic ear surgery

Yong Cui1, Kaoru Ogawa2

1Department of Otolaryngology, Guangdong General Hospital.
2Department of Otolaryngology, Keio University

Objectives:
The endoscopic ear surgery has been paid more and more attention in the recent years.  How-

ever, one-handed technique has many limitation.  So we tried to apply double-handed technique
to overcome the disadvantage of the traditional technique.
Materials and methods:

There are 35 cases underwent double-handed endoscopic ear surgery from May, 2017 to May,
2017, including 21 cases of chronic otitis media (18 cases for myringoplasy, 3 cases for ossiculo-
plasty), 3 cases of adhesive otitis media, 10 cases of chronic otitis media with cholesteatoma, 1
case of otosclerosis. 

The surgeon sits besides the operated ear side of the patient, performing the endoscopic ear
surgery by double hand.  The monitor is located on the opposite side, which make the surgeon
watch it conveniently.  The assistant stands besides the surgeon, holding the endoscope.  The
procedures are similar to that under the microscope. 
Results:

The follow up period is 2∼14 months.  The re-perforation rate is 9% (2/21) for the chronic
otitis media.  The longest follow up period for cholesteatoma is 7 months, there is no recurrence
till now.  There is no operation time difference in the tympanoplasty between endoscopic and
microscopic surgery, while the endsocopic cholesteatoma surgery took longer time than micro-
scopic surgery.
Conclusion:

It is well believed that the ear canal cannot contain more than two instruments (including en-
doscope) at the same time.  However, our clinical practice has proven that we can achieved that
if the surgeon and assistant cooperate well.  Double-handed technique can remove the blood
and bone dust as soon as possible to make the surgery field clear, which is important to keep
the procedure safe.

Otol Jpn 27 (4) :277 , 2017

T3-5



Otol Jpn 27 (4) :278 , 2017

テーマセッション４　Keynote lecture

Management of Hereditary Hearing Loss

Chen-Chi Wu, MD, PhD.
Department of Otolaryngology & Department of Medical Genetics, National Taiwan 

University Hospital, Taipei, Taiwan

Recent advancements in genetic medicine have revolutionized the clinical management of
hearing-impaired patients in terms of genetic diagnosis, genetic counseling, and treatment.
Nowadays, comprehensive genetic examination for idiopathic sensorineural hearing impairment
(SNHI) can be achieved by using the massively parallel sequencing (MPS) technique.  Using a
MPS panel which targets ∼160 known deafness genes, we have increased the detection rates of
causative mutations in multiplex and simplex families with idiopathic SNHI to ∼2/3 and ∼1/2,
respectively.  Precise genetic diagnoses facilitate genetic counseling in these families and enable
personalized medicine in the affected patients, such as predicting the outcomes with cochlear
implants before surgery and assisting in clinical decision making for patients with auditory neu-
ropathy.  In a longitudinal observational study composed of >5000 newborns, our results revealed
that newborn genetic screening for common deafness mutations could compensate for the in-
herent limitations of newborn hearing screening, and may be useful in identifying hearing-im-
paired children at an earlier age.  Both transgenic mouse models and iPSCs-derived cell models
can provide insights into the pathogenesis of deafness mutations, and will be valuable in devel-
oping novel therapeutic strategies accordingly.  Our experience with regards to clinical impli-
cations of genetic testing for deafness will be presented.
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臨床像起点の遺伝性難聴診療の確立
Phenotype-driven strategies for genomic medicine in clinical care for 

patients with hereditary hearing loss
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遺伝性難聴の患者は、数多くの難聴患者の一人として医療施設を訪れる。このため、初診時には、ほとんどの
患者について遺伝的原因の有無やどのような遺伝子であるかは、全く不明の状況である。そこからの診察、検査
を通じて、遺伝性難聴の可能性を考えていくことになる。ここで、患者の臨床像から遺伝性難聴の可能性、原因
を推測できると、より的確な検査、診療を進められる。例えば、遺伝子検査前に検査の必要性、診断率、予想さ
れる原因と自然歴、遺伝形式、その後の診療や状況についての説明、そして各患者にとって最適な遺伝子検査の
選択につながる。これにより、患者が予期しなかった様々な状況の予防にも役立つ。現在、国内では先天性難聴
に対する遺伝子検査が保険適応となっており、それ以外の難聴や保険適応外の変異も研究として確定できる可能
性がある。このような現状において、臨床像を起点とした遺伝性難聴診療を確立することは、患者へのより高い
診療効果につながると考えた。このため、本研究では難聴の臨床像とその遺伝的原因の関係を解明し、個別の診
療への活用法を検討した。

Auditory Neuropathy（OAE正常、ABRが無反応の難聴）の患者では、約60%でOTOF変異が原因であり、
その場合は人工内耳の効果が高いため、遺伝子診断が治療選択に役立つと考えられた。
前庭水管拡大（IP-II奇形）の難聴者は、ほぼ全例でSLC26A4変異が原因であり、IP-III奇形の難聴者は全例で

POU3F4変異が原因であった。これらの遺伝子診断は難聴の経過や随伴症状の予測に役立つと考えられた。
先天性難聴の高音障害型難聴の約20％はCDH23遺伝子、低音障害型難聴の約5％はWFS1遺伝子、谷型難聴の

約10％はTECTA遺伝子が、それぞれ原因であった。一方、後天性、ほぼ確実な母系遺伝、高音優位な障害の難
聴の55％はミトコンドリアDNA変異が原因であった。これらの情報は、個別に詳細な遺伝子検査の説明をする
上でも役立つと考えられた。
ワルデンブルグ症候群、BOR症候群、ペンドレッド症候群、アッシャー症候群、MELASなどの症候群性難聴
では、臨床診断確定例の50％以上で遺伝的原因が確定した。一方、臨床診断疑い例では、遺伝的原因の確定率は
低かった。これらの遺伝子診断では、原因遺伝子とその変異に応じて、難聴の進行、程度、随伴症状、難聴の増
悪に関係する環境因子、補聴器・人工内耳の有効性、そして遺伝形式の情報提供が可能となる。随伴症状を予測
して、重篤な状態を避けうる疾患としては、ワルデンブルグ症候群の急性脳症状、急性腹症などがある。
難聴の遺伝子変異の数は膨大であり、未知の変異も多い。現時点では、一つの検査法で全てを調べることは不

可能であり、臨床的特徴と、それまでに実施された遺伝子検査結果から、その時点で原因である可能性が高い遺
伝子あるいは遺伝子群を推測し、最適な検査を選択する必要がある。この選択においても、臨床像起点のアプロ
ーチの効率が高いと考えられた。
以上記した臨床像起点の診療に加えて、遺伝性難聴診療をさらに向上するためには、未知の難聴遺伝子の探

索、各遺伝子の詳細な臨床像の解明と診療への活用、より実用的な遺伝子検査法や診断法の開発、根本的治療の
確立などがある。遺伝子診断の向上には、解析データを可能な限り共有データベースに登録して、広く役立てる
ことが必要である。代表的なデータベースとしては、国際的にはClinVarなど、国内には日本医療研究開発機構
の臨床ゲノム情報統合データベースなどがあり、私達も登録を進めている。また、私達はペンドレッド症候群患
者の iPS細胞を用いた研究で、本難聴の治療薬候補を発見できたため、今後は臨床応用と、他の遺伝性難聴に対
する薬剤候補の発見にもつなげたいと考えている。
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遺伝性難聴患者を対象とした臨床ゲノムデータベースの構築
Development of integrated database of clinical and genomic information for

hereditary hearing loss
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1Department of Otorhinolaryngology, Shinshu University School of Medicine, 

2Department of Otolaryngology, International University of Health and Welfar, School of Medicine, 
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遺伝学的検査は各種疾患の原因診断や各種腫瘍の治療薬の選択などに有用であり、今後の個別化医療推進の
key factorとして注目されている。遺伝学的検査の躍進の原動力となっているのが次世代シークエンサーと呼ば
れる新しい遺伝子解析技術である。次世代シークエンサーはDNAの塩基配列を超並列的に読み取ることで、従
来型のシークエンサーと比較して50万倍超もの塩基配列を短時間に決定可能にした新しい遺伝子解析技術であ
り、次世代シークエンサーの登場により、従来は困難であった既知難聴遺伝子の網羅的解析や全遺伝子解析とい
った網羅性の高い解析が可能となり、従来の手法では検出困難であった稀な原因遺伝子変異や新規の原因遺伝子
が続々と報告されている。このように次世代シークエンサーは非常に優れた解析機器であるが、その一方、非常
に多くの遺伝子変異が同定されるため、見出された遺伝子変異の病原性の判断（疾患との関連の有無の判断）が
新たな課題となっている。わが国においても、国家プロジェクトとしてゲノム医療実現化に向けたプロジェクト
が展開されており、その中核となる公的データベースの構築を目指すのが、AMED臨床ゲノム統合データベー
ス整備事業である。本事業には我々の研究テーマである「感覚器障害領域を対象とした統合型臨床ゲノムデータ
ストレージの構築に関する研究」（H28∼H30）が採択され、班研究とリンクした形で遺伝性難聴の臨床情報と遺
伝情報の統合データベース構築が進められており、現在までに日本人難聴患者6,000例を越える症例の詳細な臨
床情報と遺伝子解析データが収集されている。遺伝性難聴のような希少疾患の場合は、特定の患者より変異が見
出された場合、病的変異なのか疾患と無関係な多型なのか区別できないことが多くあるが、オールジャパンで収
集されたビックデータを用いることで、見出された変異の病原性を効率的に判断することが可能となる。このよ
うな効率的な病原性の判断は症例の集積無しには不可能であり、また大規模データに裏付けられた正確な診断は
遺、伝性難聴に対応する際の出発点になることからも非常に重要である。発表では、遺伝子変異情報と臨床情報
を統合管理するために開発したデータベースソフト（Nishio and Usami, Human Mutation 2017; 38: 252-259.）を
紹介するとともに、Phenotype drivenの病原性判断の有用性に関して実例を交えて紹介する。
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デジタルPCRを用いたSTRC遺伝子コピー数変化の検出
Application of droplet digital PCR to determine copy number variation of
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【はじめに】現在までに多くの難聴遺伝子が同定されているが、近年、1塩基から数塩基の変異
とは異なる数万塩基にわたる大きなゲノムの構造変化、コピー数変化（Copy Number Varia-
tion：CNV）が、難聴の原因として注目されている。現在、CNVの検出法は蛍光 in situハイブ
リダイゼーション法（FISH法）や比較ゲノムハイブリダイゼーション法（CGH法）、アレイベ
ースの比較ハイブリダイゼーション法（aCGH法）、定量PCR、MLPA法、次世代シークエンサ
ーなど、多くの手法で実用化されているが、その精度や検査速度、コスト面などから日常診療
で行うことは難しい。デジタルPCRは、高感度・高精度な絶対定量を目指して、従来のPCR法
を改良して開発された手法であり、第3世代のPCRと言われている。デジタルPCRでは限界希釈
したサンプルDNAを微小区画内に分散させてPCR増幅を行い、増幅シグナルを認めた微小区画
の数を直接カウントすることでサンプル中の遺伝子濃度を絶対的に測定することができる。 そ
の利点として、限界希釈を行うことでサンプル中のPCR阻害要因を軽減することができ、増幅
シグナルの有無を直接カウントするためPCRの増幅効率にも左右されないため、従来の定量
PCRに比べてはるかに高感度・高精度に定量することができる。今回我々は難聴遺伝子として
もっとも高頻度にCNVが認められるSTRC遺伝子のコピー数をデジタルPCRで検出することを
試み、2例においてSTRC遺伝子のホモ接合性欠失と考えられる症例を経験したため報告する。
【方法】STRC遺伝子のイントロン23、本遺伝子の7kbp上流およびCATSPER2遺伝子のイントロ
ン4に存在する特異的な配列を認識するプローベとプライマーをそれぞれ作成し、BioRad社製
QX200 Droplet Digital PCR Systemを用いて測定した。リファレンスとしてRPP30遺伝子を同
時に測定し、両者の比率からSTRC遺伝子のコピー数を算出した。
【症例1】26歳、女性。難聴の家族歴はなかったが、小学校高学年の時に健診で難聴を指摘され
た。その後定期的に聴力検査を施行されたが、少しずつ悪化していた。当科初診時には純音聴
力検査で、4分法平均聴力レベルが両側41.3ｄBの高音漸傾型感音難聴を示した。最高語音明瞭
度は右85％、左85％であり、DPOAEでは両DPレベルの低下を認めたが、ABRではI-V波潜時間
差が右4.26ms、左4.22msで正常範囲内であった。遺伝学的検査では、STRC遺伝子とCATSPER2
遺伝子を含むホモ接合性欠失が認められた。
【症例2】5歳、女児。難聴の家族歴はなかったが、小学校入学時の学校健診で難聴を指摘され
た。当科初診時には純音聴力検査で、4分法平均聴力レベルが右40.0ｄB、左45.0ｄBの高音漸傾
型感音難聴を示した。最高語音明瞭度では右95％、左90％であった。遺伝学的検査では、STRC
遺伝子とCATSPER2遺伝子を含むホモ接合性欠失が認められた。
【考察】STRCはDFNB16の原因遺伝子として同定され、STRC遺伝子欠失は難聴者の1％以上に
認められるといわれている。本遺伝子が原因となる難聴は16000人に1人の割合で発症し、軽度
〜中等度の高音漸傾型感音難聴を示すとされている。デジタルPCRを使ったCNVの検出は安価
で迅速に行うことができ、STRC遺伝子欠失のような比較的高頻度に同定されるCNVの検出に
は有用だと考えられた。
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Long-term changes in music perception in Korean cochlear implant listeners

Yang-Sun Cho
Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Samsung Medical Center,

Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, South Korea

Objective: The purpose of this study was to assess long-term post-implant changes in music
perception in cochlear implant (CI) listeners using the Korean version of the Clinical Assessment
of Music Perception (K-CAMP) test and questionnaire for music listening.  Materials and Meth-
ods: Twenty-seven patients, including 5 men and 22 women participated in this prospective
study.  Their music perception ability was evaluated with the K-CAMP test which consists of
pitch discrimination, melody, and timbre identification.  Also, a questionnaire was used to quan-
tify listening habits, and level of musical experience.  Participants were divided into two groups:
good or poor performance in the first test with reference to the average of each performance. 
Results: Median postoperative durations of the first and second test were 12.8 and 30.9 months.
The first and second test showed significantly better pitch discrimination at 262Hz than at
331Hz (p=0.006 for the first test, p=0.001 for the second test).  In other words, the pitch discrim-
ination of the low frequency was better than the high frequency.  In the good performance
group, pitch discrimination in the second test showed no difference with the first test, but in
the poor performance group, the pitch discrimination score significantly improved, especially in
262Hz (p=0.029) and 330Hz (p=0.048).  Similarly, timbre test results significantly improved in the
poor performance group (p=0.029).  However, in the melody identification test, the two groups
showed no change at the second test.  Scores for listening habit and level of musical experience
significantly decreased postoperatively and did not recover during the follow-up period (p=0.004
for listening habits, p<0.001 for level of musical experience). 
Discussions: The pitch discrimination and timbre identification ability improved in the CI lis-
teners who had poor ability shortly after surgery.  However, the ability of melody identification
showed no difference in both groups after the lapse of time.  Listening habits and level of musical
experience decreased after CI surgery without time-dependent improvement.
Biography
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小児人工内耳手術の変遷と展望
─低年齢、両側、内耳奇形、発達障害への対応─

Outlook and evolution of pediatric cochlear implant surgery - Application to
low age, bilateral, inner ear malformations and developmental disorders -
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Naohito Hato, Masato Teraoka, Masahiro Okada, Hiroyuki Yamada
Department of Otolaryngology, Ehime University School of Medicine

【はじめに】
人工内耳手術の保険収載以降、2006年、2014年に小児人工内耳の適応基準が改訂され、また

新生児聴覚スクリーニングの普及やインプラントの改良に伴い、小児とくに低年齢で手術を行
う症例が増え、両側埋込例も増加している。更に、慎重な手術適応の判断が必要であった内耳
奇形や発達障害などの重複障害例に対する手術も増加してきている。しかしながら、難聴の発
見が遅れるケースや、gusherや中耳炎に伴う感染など小児特有の手術困難例も一定の割合でみ
られる。今回我々は当科で手術を行った症例をレトロスペクティブに検討し、手術適応の変
遷、有用性や問題点、今後の展望について考察したので、症例提示を交え報告する。
【対象・方法】

1994年から2017年までに人工内耳を施行した症例のうち、15歳未満の小児延べ99耳を対象と
し、難聴の原因、新生児スクリーニングの有無、難聴の診断時期、手術時年齢について検討し
た。また内耳奇形の有無や術前術後の合併症についても検討を加えた。更に、当科で両側耳手
術を開始した2012年を境に、手術時年齢、両側例や内耳奇形例、発達障害等の重複障害例の割
合が如何に変遷したかを検証した。
【結果】
手術時の年齢は年を追うごとに低年齢化が顕著となり、2012年を境に明らかな差を認めた。

また2011年までは行っていなかった両側耳手術を、2012年以降では19/52耳（36.5％）に施行し
ていた。最近では両側同時手術も開始しており、手術セッティングの工夫を含め症例提示す
る。また、内耳奇形例は全体で2割近くあり、特に2012年以降増加していたが、ほぼ全例で問題
なく電極の挿入が可能であった。そのうち高度なgusherを認めた1例を症例提示する。発達障害
等の重複障害例も増加傾向にあり、21 trisomyやCHARGE症候群などへの適応も拡大傾向にあ
った。手術後の合併症としては、創部感染が5例、顔面神経刺激が2例、一過性の顔面神経麻痺
が1例、細菌性髄膜炎が1例で認められたが、近年減少していた。
【考察】
小児に対する人工内耳の手術適応は、難聴児の早期発見、手術機器の進歩や手術成績の向上

から、明らかに拡大してきている。今後は安全かつ低侵襲な手術手技の向上により、更なる低
年齢化、両側同時手術、手術困難例、一側聾等への適応拡大が見込まれる。
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テーマセッション５

エビデンスに基づく人工内耳の適応拡大
Evidence for the Expansion of Cochlear Implant Candidacy

茂木　英明、西尾　信哉、鬼頭　良輔、塚田　景大、宮川麻衣子、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

Hideaki Moteki, Shin-ya Nishio, Ryosuke Kitoh, Keita Tsukada, 
Maiko Miyagawa, Shin-ichi Usami

Department of Otorhinolaryngology, Shinshu University School of Medicine

【はじめに】
人工内耳の性能の向上、手術手技の改良とともに、効果と安全性の高さが認められ、その適応が拡大

されてきた。低音部に残存聴力を有する症例に対して、残存聴力活用型人工内耳（EAS）が適応となっ
た。また、本邦における小児人工内耳の適応基準が見直され、早期の両耳装用症例が増えている。さら
には臨床研究として、一側性難聴患者に対する人工内耳が行われている。今回、さらなる適応拡大に向
けて、それぞれのエビデンスを収集し検討した。
【人工内耳聴取における低音部残存聴力の有用性】
日本人におけるEASの有効性が示され（Usami et al. 2014）、現在、広く行われている。しかし、EAS
のクライテリアに入らないものの、低音部にわずかな残存聴力を有する、通常の人工内耳が適応となる
症例が存在する。我々は、EASの長期経過を検討し、低音部聴力が低下した症例であっても音響刺激が
聴取能に有効である可能性を示した（Moteki et al. 2017）。これを背景に、EASの適応拡大に向けて、
より長い（28mm以上）電極を使用した症例について検討したところ、わずかな残存聴力であっても温
存し活用することで良好な聴取能が得られることが明らかになった。
【小児先天性難聴における両側同時人工内耳手術】
対側人工内耳を行う時期について、過去多くの検討がなされた結果、より早期の方が成績が良いこと

が認識され、欧米では両側同時手術が増加している。我々は難聴の原因診断を行うことで、その原因が
内耳に関連する遺伝子変異によるものと判明した場合、良好な聴取が期待されるため、両側同時手術を
行う理論的根拠になると考えている。遺伝学的検査を行い両側同時手術を行った10症例について検討
し、周術期の安全性、有効性を確認することができた。
【一側性難聴に対する人工内耳】
一側性難聴患者においては、方向感や騒音環境での聴取について障害がある。我々は、この一側性難

聴に対する人工内耳について共同臨床研究を行い、音源定位、騒音下聴取能、耳鳴が改善することを示
した（Kitoh et al. 2016）。今後、先進医療としてさらに多くの症例でのエビデンスの確立を目指してい
る。
【まとめ】
当科で取り組む人工内耳の適応拡大を目指した検討を紹介した。今後、人工内耳の適応はさらに拡

大、発展すると予想される。多くのエビデンスを集積し、それをもとに検討することが患者さんのQOL
向上につながると考える。
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新型人工内耳開発における消費電力低減のための工夫、および手術侵襲の評価
Development of a Novel Cochlear Implant: Reducing Power Consumption

and Evaluation of Surgical Invasiveness

扇田　秀章 1、西村　幸司 1、山原　康平 2、古田　一郎 2、
中川　隆之 2、大森　孝一 2、伊藤　壽一 1

1滋賀県立成人病センター研究所、2京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Hideaki Ogita1, Koji Nishimura1, Kohei Yamahara2, Ichiro Furuta2, 

Takayuki Nakagawa2, Koichi Omori2, Juichi Ito1

1Shiga Medical Center Research Institute, 2Department of Otolaryngology - Head and Neck
Surgery, Graduate School of Medicine, Kyoto University

【はじめに】人工内耳は、現在世界で最も普及している人工臓器の1つで、聴覚障害があり補聴
器での装用効果が不十分である方に対する唯一の聴覚獲得法である。現在、われわれは新たな
コンセプトによる人工内耳の開発を行っている。新型人工内耳は完全埋め込み型を目標とし、
圧電素子を用いて、音情報をピックアップし、聴神経に信号を伝える。今回、新型人工内耳の
開発状況について報告を行う。
【１．蝸牛軸刺入型電極による電流閾値低減】聴神経を刺激するために必要な電力量を比較する
ため、デバイスを模した電極を作成した。電極には外部より電力を供給することができ、聴神
経刺激するために必要な電流量を計測することが可能である。実験動物として、Hartley系モル
モットを使用した。モルモットの耳後部を切開し、骨包を露出させた。骨包に小孔を空け、蝸
牛を明視下においた。蝸牛外側壁を削開し、鼓室階にアクセスできるようにした。はじめに先
端をボール状にした電極を埋め込み、聴神経を刺激する為に必要な電流量を計測した。電極の
先端をRosenthal’s Canal内に刺入し、ラセン神経節細胞との距離を減らすことで、必要とされる
電流量を減少させる目的で、Rosenthal’s Canal内に刺入可能な形状の電極を開発した。刺入型の
電極を用いて、聴神経を刺激するために必要な電流閾値を計測した。ボール状の電極では閾値
が100 ± 29.2 μAであったが、蝸牛軸刺入型電極を使用した際には36 ± 18.2 μAであった。
【２．電極の表面処理による効果】電解液に電極から電位が印加されると、電場によって電解液
中のイオンが移動し、電気二重曹を形成し、電気抵抗が増加する。電極－液体間での抵抗を減
少させるため、電極に白金黒めっきを行った。白金黒めっきは六塩化白金酸と酢酸鉛の水溶液
をカソード分極して作製する。微小な白金の粒子が電極表面に付着することにより、電極の表
面積が、白金黒めっきを行わない場合の1000倍以上となり、表面積を増加させ、電極電解質間
での電気抵抗を減少させる。白金黒めっきによる効果を確認するため、白金黒めっきを行った
電極と白金黒めっきを行っていない電極との間で、聴神経を刺激するために必要な電力閾値の
比較を行った。
【３．デバイス挿入による侵襲の評価】現在開発中の人工内耳は、残存聴力のある方への使用も
想定される。そのため、デバイス挿入に際して生じる聴力への影響に関して、評価を行った。
実験動物としてHartley系モルモットを使用した。聴力が正常であるモルモットに、開発中のデ
バイスを挿入し、デバイスの挿入前および、挿入1週間後、2週間後、4週間後に聴力の測定を行
った。結果は、比較的聴力が保存されるものから、ほぼ聾の状態になるものまで、存在した。
デバイス挿入時に基底板に物理的な刺激が加わると聴力が低下し易い傾向が見られた。
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テーマセッション６　Keynote lecture

Evidence based treatment of vestibular schwannomas

Per Caye-Thomasen
Department of Oto-rhino-laryngology, Head and Neck Surgery and Audiology 

Copenhagen University Hospital Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark

Surgical treatment of large vestibular schwannomas remain undisputed.  However, robust
data on the natural history of small and medium-sized vestibular schwannomas have shown
that only 20% of purely intrameatal tumors and 35% of extrameatal tumor grow after diagnosis,
within an observation period of 5-10 years.  Around 50% of the patients have good hearing at
diagnosis (discrimination>70%) and 60% of these will keep the good hearing after a mean of 5
years observation.  Spontaneous hearing preservation is even better in patients with normal
discrimination at diagnosis, as 85% will keep their good hearing within 5 years and 70% within
10 years. 

Results on tumor growth control by radiotherapy in the literature vary from 80 to 95%.  How-
ever, a number of these studies include patients without documented pre-therapy tumor growth.
The quality of data for reported hearing preservation is poor and results vary considerably,
from 7 to 94%, on average being around 50-55%. 

Surgical treatment is associated with higher risks and reported hearing preservation is again
with relatively poor data quality and very variable results, as preservation ranges from 20 to
85%, on average being around 55%. 

Thus, the overall conclusion is that active treatment in the form of radiotherapy or surgery
of small and medium-sized vestibular schwannomas should await documented tumor growth.
However, new equipment and methods of continuous, near real-time cochlear and facial nerve
monitoring during hearing preservation surgery have improved results significantly and imple-
mentation of this novel system is likely to be the golden standard of future treatment.
Biography

Per Caye-Thomasen is an otologist, neuro-otologist and skull base surgeon based at the ORL-HNS University Clinic in
Copenhagen, which has been the national centre for treatment of vestibular schwannoma in Denmark since 1976. The re-
sulting Danish Vestibular Schwannoma Database is the largest in the world, currently containing close to 4000 patients. The
clinic also serves as the East Danish Center for Cochlear Implantation and Per Caye-Thomasen is the senior cochlear implant
surgeon, performing surgery on adult and all pediatric cases.

Per Caye-Thomasen graduated as medical doctor from the University of Copenhagen in 1993 and qualified as specialist in
Oto-rhino-laryngology in 2002. He obtained the degree Doctor of Medical Science from the University of Copenhagen in
2001 (thesis on otitis media). He is currently professor at the University of Copenhagen and has published more than 140
papers in international journals, as well as several book chapters. 

He is member of a number of national and international societies, including CORLAS, and has been the Danish delegate
to The European Academy of Otology and Neurotology (EAONO) 2009-14.  He was elected general secretary of EAONO in
2014 and president in 2017. He has also served as vice president of the Danish Society of Oto-rhino-laryngology Head and
Neck Surgery since 2015, and was elected president 2017.

Scientific interests include basic and clinical science of the middle and inner ear, including cochlear implants. Surgical ac-
tivities include vestibular schwannomas (retro- and translabyrinthine), cholesteatoma, otosclerosis, otitis sequelae, bone
anchored hearing systems, cochlear and middle ear implants.
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テーマセッション６

聴神経腫瘍の神経耳科的治療の将来展望
Neurotologic managements of vestibular shwannoma: Future prospect

柳原　尚明 1、村上　信五 2、羽藤　直人 3、兵頭　　純 1

1鷹の子病院　耳鼻咽喉科、2名古屋市立大学耳鼻咽喉科、3愛媛大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Naoaki Yanagihara1, Shingo Murakami2, Naohito Hato3, Jun Hyodo1

1Dept. of Otolaryngology, Takanoko Hospital, 2Dept. of Otolaryngology Head and Neck 
Surgery, Nagoya City University Medical School, 3Dept. of Otolaryngology Head and Neck

Surgery, Ehime University Medical School

聴神経腫瘍の治療は画像診断、定位放射線治療、神経耳科マイクロサージェリーにおける顔
面神経、聴神経のモニタリングなどの進歩により、21世紀に入って大きな変貌をとげた。MRI
による画像診断法のなかった時代には後頭下開頭術が唯一の治療法であったが、現在では神経
耳科的手術-―経迷路法、経中頭蓋窩法、Retrosigmid法―が普及し安全性と機能保存の成績が向
上した。またガンマナイフによる定位放射線照射、MRIによる定期的観察（wait and scan）に
よる follow-upが非観血的治療として合理的であることが認められ、治療法の選択が大幅に広が
ってきた。治療法の選択は患者の年齢、全身状態、腫瘍の大きさ、患者の希望などによって決
められるので非観血的方向に傾きがちであり、放射線科、脳神経外科、神経耳科の協力が益々
重要となっている。疾病の確実な治癒という観点からすると腫瘍の手術による完全摘出が最善
であることに変わりはない。経30mmに達する大腫瘍には脳外科的手術法である後頭下開頭法、
Retrosigmoid法が、経20ないし30mmまでの中腫瘍は神経耳科的手術法である経迷路法が、経
10mm以下、内耳道内腫瘍は経中頭蓋窩法が適応され、経迷路法では顔面神経機能の温存、経中
頭蓋窩法では聴力、顔面神経機能の温存が目標となる。我々は1970年来、神経耳科手術の成績
向上に努力してきた。その成績と文献的考察から、複雑化してきた聴神経腫瘍の治療に神経耳
科医はどう対応すべきであるか、特に早期診断、早期治療、本症のNatural historyをどう予想
するか、それに対するTailor made治療をどうするかなどについて考察する。
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テーマセッション６

耳科医としての聴神経腫瘍診療
─経迷路法、後S状静脈洞法、経中頭蓋窩法を使い分ける

Selection of a surgical approach for vestibular schwannoma removal

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

Masashi Hamada, Kyoko Odagiri, Momoko Tsukahara, Masahiro Iida
Department of Otolaryngology, Tokai University, School of Medicine

はじめに：聴神経腫瘍（前庭神経鞘腫）の初発症状の多くは難聴・耳鳴であり、耳鼻咽喉科医
が発見する機会の多い頭蓋内腫瘍である。およそ半数の症例では腫瘍の増大をきたさずWAIT
AND SCAN方針を継続していくことになるが、一方で増大傾向を認める小〜大腫瘍の手術は依
然として必要であり、めまい・平衡機能の評価も相俟って、この腫瘍の治療方針決定過程にお
ける耳鼻科医の役割は極めて大きい。当科では腫瘍発見から治療まで耳鼻科医が責任をもって
当たることを旨としており、その中で耳鼻科医が手技的に習熟しやすい経迷路法もしくは後迷
路・S状静脈洞混合法を主に用いて手術を行っている。さらに症例数は限られるものの内耳道内
に限局する腫瘍については患者と相談の上、経中頭蓋窩法による聴力温存手術を目指してい
る。今回これら3者の適応ならびに利点・欠点につき改めて議論したい。
経迷路法：本法は迷路を破壊することを前提としており残存聴力が失われる欠点はあるもの
の、内耳道〜後頭蓋窩硬膜を広く切開することによりどんなに大きな腫瘍にも小脳を牽引する
ことなく安全に対応できる利点を有する。かつ内耳道底で確実に顔面神経を同定できるため、
顔面神経機能を温存しやすい。広い硬膜切開にもかかわらず腫瘍摘出後の創腔に脳槽まで腹部
脂肪を充填することで術後髄液漏の危険性も軽減できる。そしてなにより広く乳突削開から迷
路破壊を行ったうえで内耳道から後頭蓋窩硬膜にアプローチするため、耳鼻科医が通常行って
いる顔面神経減荷術や真珠腫手術と同様の術野となり取り組みやすい。当科では実行聴力がす
でに失われた症例（AAO-HNS基準class C, D）、もしくは聴力が残存していても腫瘍が脳幹に達
する症例を経迷路法の適応としている。
後迷路・後S状静脈洞混合法：後頭蓋窩には進展するものの脳幹には達しない腫瘍に対して聴力
温存を目指す症例での適応となる。内耳道底での神経同定はできないが脳幹側で顔面神経と第
VIII脳神経を区別し、腫瘍の剥離を行えるのでそれぞれの神経機能温存を目指せる術式である。
経迷路法同様耳後部切開から乳突削開の後に、迷路下からS状静脈洞周囲の硬膜を広く露出、こ
こから頭蓋内にアプローチする点では耳鼻科医が行いやすい手術である。ただし、経迷路法と
異なり腹部脂肪充填を行っても局所の圧迫固定が効かないため術後髄液漏のリスクがやや高く
なる。また内耳道底まで腫瘍が充満している症例では聴力温存は厳しくなり、かつ腫瘍残存に
よる再発リスクも生じる。
経中頭蓋窩法：当科では内耳道に限局する腫瘍に対して聴力温存を目指す症例にのみ適応とし
ている。内耳道底に腫瘍が充満していない症例ではなおよい。耳前部〜側頭部に切開をおき、
外耳道と linea temporalisをランドマークとして4.5 x 4 mmの中頭蓋窩開頭を行う。中頭蓋窩硬
膜を挙上し、大錐体神経、弓状隆起、錐体縁をランドマークに内耳道を頭側から開放して腫瘍
にアプローチする。腫瘍摘出後、開放した内耳道を側頭筋や筋膜で被覆し、患者に術後できる
だけ座位を取らせることで髄液漏のリスクは軽減できる。最大の欠点としては、中頭蓋窩底に
はランドマークが乏しく手術手技の難易度が高くなることと、これを補うべく経験値を上げる
ためには症例数が限られることである。今後のナビゲーションシステムの進化に期待してい
る。
まとめ：耳鼻科医が発見することの多い聴神経腫瘍症例において、年齢、聴力、腫瘍の進展範
囲に応じて経迷路法、後S状静脈洞法、経中頭蓋窩法を使い分けることにより、耳鼻科医として
患者のQOL向上に貢献したい。
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聴神経腫瘍に対する後迷路法─手術適応とアプローチの工夫
Retrolabyrinthine approach to acoustic neuroma- applications 

and techniques

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

慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科
Naoki Oishi, Hidemi Miyazaki, Kento Kasuya, Masaru Noguchi, Takanori Nishiyama, 

Toru Ishikawa, Makoto Hosoya, Masato Fujioka, Sho Kanzaki, Kaoru Ogawa
Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Keio University School of Medicine

聴神経腫瘍に対する治療は、手術、放射線照射、および経過観察の３つの選択肢がある。手
術には主に中頭蓋窩法（middle cranial fossa approach, MFA）、後頭下開頭法（subocipital ap-
proach）、および経迷路法（translabyrinthine approach, TLA）の３つのアプローチ法がある
が、耳鼻咽喉科医が用いることの多い手術アプローチはMFAおよびTLAである。特にTLAは、
側頭骨の局所解剖を熟知している耳鼻咽喉科医が用いやすい手術法であり、骨削開がすべて硬
膜外操作であることから小脳を圧排する必要がなく、頭蓋内への影響が少ないことが最大の利
点である。さらに術後の回復過程が早く特に痛みの経過が良好（後頭下開頭法に比して術後の
頭痛が少ない）であると報告されており、全身的には低侵襲な治療法とも位置づけられてい
る。しかしながら最大の欠点は、前庭削開を要することから術後聴力が失われる点であり、聴
力を改善させる治療を担う耳鼻咽喉科医にとっては、聴力を失う治療法に抵抗感があるのも事
実である。その欠点を補う、すなわち、聴力温存手術法の一つとして、後迷路法（retro-
labyrinthine approach, RLA）が挙げられる。

RLAはTLAと同様に耳鼻咽喉科医が単独で施行可能な経側頭骨アプローチ法であり、後半規
管の後方から小脳橋角部に到達する手術法である。後半規管を温存することで聴力温存が可能
であり、本邦ではすでに10年以上前に報告されているものの、まとまったケースシリーズとし
ての報告は存在しない。2015年9月から2017年8月までの2年間に、当科で筆頭演者が施行した聴
神経腫瘍手術は連続30例であり、その内訳は、RLA 13例、TLA 15例、MFA 2例であった。
MFAはIAC内にほぼ限局した症例に対して脳神経外科と合同で施行した。RLAおよびTLAは耳
鼻咽喉科単独で施行し、脳槽部の最大腫瘍径はRLA 21mm, TLA 31mmであった。TLAと対比
させる形で、RLAの手術適応とその限界、および現在施行している手術アプローチの工夫につ
いて論じる。
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テーマセッション７

超高分解能CTによる側頭骨微細構造の描出

平海　晴一、佐藤　宏昭
岩手医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

現在の高分解能CTでは側頭骨構造の多くが描出可能であるが、それでも診断困難な構造が存
在する。超高分解能CT（U-HRCT）は従来機種の1/4のサイズの検出器素子を採用した新世代の
CTで、0.125 mmの空間分解能を実現している。また、コーンビームCTとくらべてもざらつき
の少ないきれいな画像を得ることができる。今回われわれは、正常被験者11名22耳でU-HRCT
を撮影し、側頭骨微細構造の描出能を検討した。金属アーチファクトなどで評価者の意見がわ
かれた4耳を除いた18耳で極めてコントラストの良い画像を得ることができた（図a）。ツチ骨・
キヌタ骨や顔面神経・内耳に加え、アブミ骨、大錐体神経、小錐体神経、鼓室内の鼓索神経、
前ツチ骨靭帯なども確認可能であった。多断面再構築画像や3次元再構築画像では、特に鼓索神
経とキヌタ骨長脚の位置関係（図b、黒矢頭：鼓索神経、矢印：キヌタ骨長脚、白矢頭：アブミ
骨、＊：ツチ骨柄）やアブミ骨の詳細な形態が描出可能であり、耳硬化症や中耳奇形症例の術
前検査としての高い有用性を示唆する結果であった。
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テーマセッション７

耳科領域における市販型超高精細CTの初期経験

吉岡　哲志 1、犬塚恵美子 1、藤井　直子 2、片田　和広 2、外山　　宏 2、内藤　健晴 1

1藤田保健衛生大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、2藤田保健衛生大学　医学部　放射線医学教室

＜はじめに＞
画像診断技術は医療の中で日進月歩に進化を続けてきた。特にCTについては検出装置の多列化・高

速化、照射線量の低減が進んできた。CTは空間分解能に優れ、耳鼻咽喉科領域においてもその有用性
は明らかである。しかし、非常に細かい領域の診断、治療を必要とする耳科領域の臨床においては限界
を感じる場面があったことも事実であり、実際、この15年ほどは空間分解能については殆ど変わってい
なかった。そのような状況の中、従前よりも空間分解能を飛躍的に高めた超高精細CT が開発された。
我々は本機の試験・臨床応用の開発に関わり、昨年試作原型機（以下試験機）の状況について報告した
が、今般市販型モデル（以下本機）が開発され販売が開始された。本機による初期経験を発表する。
＜機器の概略＞
本機は超高精細CTであるAquilion Precision（東芝）である。検出器画素が80列である現行機器

（Aquilion PRIME, 0.5mm80列=40mm幅、24Ch）と同面積の検出器に、縦横方向に倍密度、すなわち
0.25mm×160列＝40mm、48Ch の画素を有す（試験機は0.25mm×128、48Ch）。検出器の画素面積は従
来の1/4、体積あたりのデータ量は従来の8倍となる。0.4×0.5mm の小焦点管球をもつ（試験機では
0.6mm×0.6mm）。画像の最高空間分解能は0.15mm（従来0.35mm）とされる。画像は2048×2048（従
来512×512）で表示され、4Kモニタで表示される。X線出力は72kW（試験機60kW）である。寝台の
可動範囲、架台の調整角度範囲などが改善されている。また、画像保存ディスクが6TB（試験機1Ｔ
Ｂ）、再構成速度80fps（試験機30fps、従来機60fps）と大幅に改善している。2017年4月に市販開始さ
れ、現在国内6施設に導入されている。画像再構成についても改善が図られている。
＜方法＞
対象は2016年2月以降の耳科領域の精査目的で撮影された症例である。過去の同部位の画像（当院、

他院、試験機）がある場合には、参照比較した。撮影条件は従来の撮影法の被曝量を超えないように個
別に放射線技師が設定した。その際、日本医療被ばく研究情報ネットワーク（Japan Network for Re-
search and Information on Medical Exposures : J-RIME）の設定する診断参考基準値を超えないように
留意した。
＜結果＞
画像はいずれも従前よりも空間分解能が明らかに改善した。鼓索神経が描出されるほどで、耳小骨等

の微細構造物の描出に優れた。ただし、昨年までに報告した試験機からは目立った改善はなく同等であ
った。真珠腫性中耳炎や慢性中耳炎の例では、従来は描出されにくかった軟部組織変化、真珠腫内に埋
もれた耳小骨なども、より明瞭化した。特に病変・病変周囲の微細構造がより明瞭化し、半規管や頭蓋
底の破壊などが画像化された。なおCTにおいては、「部分体積効果」により骨が本来よりも大きい高吸
収域として撮影されたり、オーバーシュート（骨の辺縁部分のCT値が変化し輪郭が強調されるような
現象）といったアーチファクトが知られ、とくに耳小骨などでは目立つアーチファクトのひとつであっ
たが、これらが軽減した。これにより、軟部病変の評価は困難であったが、この現象が抑制されたよう
に観察された。画像再構成の計算速度が試験機よりも大幅に改善した。線量については同等であった。
＜考察＞
良好な空間分解能の画像により、従来不明瞭であった微細な耳科領域の構造がより明瞭になり、治療

方針の決定に重要な情報を提供する可能性があると考えられた。試験機では、画像の保存・転送には強
力なPCとネットワーク、表示などのインフラの増強が不可欠と考察されていたが、これがが改善し、
ストレスなく画面上で画像観察することが可能となった。より実臨床に資するものと考えられた。理論
上は検出器サイズが小さくなることで必要な照射線量は増えるが、従来同様の線量で撮影可能であり問
題ないものと考えられた。当科領域においては耳小骨、微細な血管病変、軟骨浸潤、微細石灰化などへ
の応用が期待できるものと考える。しかしながら、本機による、従来機を超えるほどの有益性の評価
は、未だ定まっていないため、活用法については今後検討を深める必要があると考えた。
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テーマセッション７

上半規管裂隙症候群の３次元画像診断

北原　　糺 1、伊藤　妙子 1、阪上　雅治 1、乾　　洋史 1、山中　敏彰 1、今井　貴夫 2

1奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科学、2大阪大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

症例は54歳、女性。3年前より浮動性めまいとともに両耳閉感を自覚するようになった。浮動
感はとくに体動時に増悪する。純音聴力、語音聴力の結果は正常範囲内で、明らかな気骨導差
は認めず。シェロング・テスト陰性。赤外線フレンツェル眼振検査では上眼瞼向き自発眼振を
認めた。温度刺激検査左右差なく、固視抑制も正常範囲内。cVEMP、oVEMPも左右差なく、
明らかな異常所見を認めず。自覚的視性垂直位も正常範囲内。グリセロール・テスト、蝸電
図、内耳造影MRIではいずれも水腫所見を認めず。高分解能CTの冠状断スライスにて両側上半
規管の中頭蓋への突出を認め、先に確認した眼振所見と合わせて、両側上半規管裂隙症候群と
考えた。しかしながら、3DCTにて裂隙部位を詳細に調べたところ、裂隙は右側のみであること
がわかった。そこで、先に確認した眼振所見を眼球運動3次元解析したところ、右上半規管に由
来する垂直回旋混合性眼振であることが確認された。合併症は高血圧でここ数年内に指摘され
たばかり。浮動性めまい発症と高血圧発症の経過が比較的一致していることから、循環器内科
で高血圧の治療を開始した。6ヶ月後には浮動性めまいは半減し、自発眼振もほぼ消失した。上
半規管裂隙症候群において、自覚症状、眼振所見、2DCT所見に対して、3DCT所見の有用性に
ついて考察する。
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テーマセッション７

MRI評価による半規管内リンパ水腫症例の検討

杉本　賢文、岡崎由利子、楊　　承叡、吉田　忠雄、寺西　正明、曾根三千彦
名古屋大学大学院　医学系研究科　頭頸部・感覚器外科学　耳鼻咽喉科

【はじめに】メニエール病患者の側頭骨標本では、半規管内へ内リンパ腔が突出しヘルニア状所
見を呈する例が存在することが報告されている。このヘルニア状所見はMRIでも確認されるこ
とがあるが報告例は少なく、原因や前庭機能と聴力へ与える影響は未だ不明確である。今回、
MRI評価による半規管内リンパ水腫症例の内、特にヘルニア状所見を呈する症例の検討を行っ
た。
【対象と方法】2012年から2015年の4年間に当院にて内リンパ水腫評価目的にて中内耳造影MRI
を施行した775人1548耳を調査対象とした。純音聴力検査は250〜4000Hzの聴力レベルを測定し
た。MRI は3テスラSIEMENS 社製Trio を用い、ガドリニウム静注4時間後、または鼓室内投与
24時間後に撮影を行った。放射線科医の読影に従って、内リンパ水腫のグレード分類と、半規
管への内リンパ腔ヘルニア状所見の有無を評価した。内リンパ水腫のグレード分類は過去に報
告したのと同様に、前庭では内外リンパ腔に対する内リンパ腔面積が3分の1までの例を正常、2
分の1までの例を軽度水腫、2分の1を超える例を著明水腫と分類した。蝸牛ではライスネル膜の
伸展を認めない例を水腫なし、蝸牛管面積≦前庭階面積の例を軽度水腫、蝸牛管面積＞前庭階
面積の例を著明水腫と分類した。中耳・内耳・聴神経の異常を認める例、中内耳手術やゲンタ
イマイシン鼓室内注入歴を有する例、MRI撮影前後3ヶ月以内に純音聴力検査が未実施であった
例、期間内の再評価例は除外した。
【結果】775人1548耳中、38人50耳で半規管への内リンパ腔ヘルニア状所見を認めた。前庭水腫
の内訳は水腫なし：7耳、軽度水腫：4耳、著明水腫：39耳、蝸牛水腫の内訳は水腫なし：3耳、
軽度水腫：10耳、著明水腫：37耳であった。ヘルニア状所見を認めた半規管の内訳（重複例を
含む）は外側半規管：27耳、後半規管：31耳であった。38人中12人で両耳にヘルニア状所見を
認めたが、両側前庭に内リンパ水腫を認めたのは9人で2人は両耳共に前庭水腫を認めなかっ
た。
【考察】半規管への内リンパ腔ヘルニア状所見を呈する原因としては内リンパ水腫による内リン
パ腔の拡大進展が最も考えられる。一方、両耳共に前庭水腫を認めないがヘルニア状所見を認
める例が存在するため、内リンパ水腫とは関係なく先天的な素因に伴ってヘルニア状所見が生
じた可能性もある。若干の文献的考察も含めて報告する。
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テーマセッション８

ゼブラフィッシュの内耳疾患の創薬への応用

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
ゼブラフィッシュの体表面には水流を感知する側線器があり、有毛細胞を有する神経小丘で

構成されている。その稚魚は、全長 2mm程度で側線器有毛細胞が体表面にあるため、水溶性の
薬剤であれば有毛細胞に曝露することができる。また、解剖することなく観察が可能であり、
有毛細胞障害を評価することは容易である。さらに、一回の実験で数百匹のゼブラフィッシュ
稚魚を安価に対象とできることから、薬剤のスクリーニングに適している。我々はこれまで
に、内耳保護効果薬物を同定するために、このモデルを用いた薬物のスクリーニングを行って
きた。今回は過去の検討結果を報告し、創薬につながる可能性について、考察する。
対象と方法
実験動物として孵化5日後のゼブラフィッシュ稚魚を用いた。水槽内に各種試験薬を溶解さ

せ、1時間曝露した後に、ネオマイシン200 μMに1時間曝露し、側線器有毛細胞を障害した。実
験終了後、稚魚をパラホルムアルデヒドで固定した後、抗parvalbumin抗体で免疫染色し、残存
有毛細胞数を評価することで、有毛細胞に保護効果を示す薬物を同定した。
結果
ネオマイシン曝露によって、側線器有毛細胞は速やかに障害され、約20％にまで減少する。

本研究では、抗酸化剤としてサプリメントに用いられる物質、漢方薬等の内耳保護作用をスク
リーニングした。その中で、複数の抗酸化物質と８種類の漢方薬剤（四物湯、温清飲、黄連解
毒湯、当帰芍薬散、十全大補湯、補中益気湯、小柴胡湯、柴苓湯、四逆散）に内耳保護作用を
認め、有毛細胞障害が抑制された。特にケルセチン、アスタキサンチンナノ製剤、四物湯では
哺乳動物の有毛細胞でも追加実験を行い、保護作用があることを確認している。
考察
今回、スクリーニングを行った物質は、既に抗酸化物質として知られている薬剤であった。

哺乳動物でも効果が確認できたことから、内耳疾患の治療につながることが期待できる。しか
しながら、実際に治療に応用するには、ヒトでの投与量や内耳への移行性、投与経路の検討な
ど、克服すべき課題はまだ多いのが実状である。また、水溶性でない物質は培養系では有毛細
胞への投与が困難であり、有効な物質であってもスクリーニングで検出されてこない可能性も
ある。今後は剤型を考慮したスクリーニングや薬剤ライブラリーをスクリーニングすること
で、全く新しい機序での内耳保護物質を同定する研究を継続する予定である。
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テーマセッション８

IGF1による人工内耳挿入時蝸牛障害の保護効果

山本　典生 1、山原　康平 1、西村　幸司 2、扇田　秀章 2、
中川　隆之 1、伊藤　壽一 2、大森　孝一 1

1京都大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2滋賀県立成人病センター研究所

【はじめに】
残存聴力活用型人工内耳手術においては、残存聴力活用型人工内耳のメリットである騒音下での語音

聴取やピッチの聴取能の向上を得ようとすると、可能な限り低音の閾値上昇を起こさないことが肝要で
ある。この目的のため、経正円窓アプローチ、細くて柔らかい傷害をおこしにくい電極の使用、周術期
のステロイドホルモン剤の投与などが行われている。これらの手法により、ある程度の聴力温存は達成
されているが、平均すると20 dB程度の純音閾値上昇が認められる（Usami et al., Acta Otolarynogol
2014）。
一方我々は、これまでにインスリン様成長因子１（Insulin-like growth factor 1, IGF1）には蝸牛有毛

細胞傷害から有毛細胞を保護する作用があることを様々な内耳性難聴モデル動物を用いて示し、突発性
難聴に対して徐放性ゲルを用いた臨床試験も行って聴力回復に一定の効果を確認した。
人工内耳挿入による聴力低下の原因の一つが有毛細胞死であること、人工内耳手術の際には蝸牛鼓室

階にアクセスをするため傷害後すぐに薬剤の投与が可能であること、IGF1には有毛細胞のプログラム
細胞死を防ぐ効果があること、臨床試験では難聴発症後短期間であるほど IGF1の効果が高いことなど
から、我々は人工内耳挿入による聴力低下に IGF1が有効ではないかと考え、動物モデルを用いて検討
を行った。
【方法】

4週例Hartley系雄モルモットを使用し、左耳にモルモット用人工内耳ダミー電極を正円窓から5 mm
鼓室階に挿入した。電極挿入と同時に組み換えヒト IGF1（10 mg/ml）（IGF1群、N=9）あるいは生食
（コントロール群、N=10）を含侵させたゼラチンスポンジを正円窓周囲に留置した。術前、術直後、術
後1、2、4、8週に聴性脳幹反応（ABR）（トーンバースト刺激、1、2、4、8、16、32 kHz）を測定した。
術後8週に蝸牛を摘出しパラフィン切片を作成し、ABR閾値を検討した周波数に関係する基底回転およ
び第2回転のそれぞれ基底回転側と頂回転側、計4か所における内外有毛細胞数と血管条の厚さ、電極挿
入部位における線維化について検討を行った。　同様の処置を行ったモルモットの蝸牛を、処置後1
日、3日、7日目に採取して蝸牛頂回転より外リンパを採取しELISAで IGF1の濃度を測定した。
【結果】
組織学的検討の際に、電極が基底版を破壊していたサンプル（3サンプル、いずれも生食群）を今回

のすべての検討から除外し、IGF1群9サンプルと生食群7サンプルを用いてABR閾値および組織学的検
討を行った。ABR閾値の検討では、術前と術直後の閾値変化を検討したところ、IGF1群とコントロー
ル群とでは有意差を認めず、両群で手術手技に差はないと考えられた。次に、各周波数について経時的
な閾値変化を両群で比較したところ、IGF1群で2kHzと4kHzで生食群と比べて有意に閾値変化が少なか
った（Two-way ANOVA）。
組織学的検討では、内有毛細胞数と血管条の厚さは両群で有意差を認めなかったが、2回転目の頂回

転側では外有毛細胞数が IGF1群で有意差をもってコントロール群より多かった。また、電極挿入部に
おける線維化は、IGF1群で有意に線維化の程度が少なかった。
蝸牛頂回転から採取したIGF1の濃度は、処置後1日目、3日目、7日目いずれにおいてもIGF1群で有意
に高濃度であった。
【考察】
本研究ではモルモット用の人工内耳ダミー電極を5 mm正円窓より挿入して聴力の変動をABRで測定

した。直接電極によって聴力が影響を受ける周波数は12 kHz以上と考えられるが、実際はそれ以下の周
波数も聴力変動が起こっており、2および4 kHzの聴力変動は IGF1によって有意に小さく抑えられた。
組織学的検討でも2 kHzの聴覚を担当すると予想される蝸牛2回転目の頂回転側において、外有毛細胞の
数の減少が IGF1によって抑えられていることが確認でき、これが今回の実験系では IGF1による聴力温
存効果に大きく貢献していると考えられる。今後は現在臨床で用いられているステロイドとの効果の比
較を行う予定である。
【まとめ】

IGF1は人工内耳挿入に伴う残存聴力低下を予防する薬剤の候補と考えられる。
【謝辞】
モルモット用人工内耳電極はMED-EL社より提供された。
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テーマセッション８

蝸牛ギャップ結合を標的とした遺伝性難聴の創薬と治療法開発

神谷　和作
順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座

Connexin（CX）26をコードするGJB2遺伝子は世界的に最も高頻度に変異が検出される遺伝
性難聴で最大の原因遺伝子である。CX26は蝸牛ギャップ結合の構成要素の一つであり、蝸牛リ
ンパ液のイオン組成を高電位に維持することで音の振動から神経活動への変換を可能としてい
る。我々は遺伝子改変難聴モデル動物の解析から、CX26遺伝子変異が蝸牛ギャップ結合プラー
クを劇的に崩壊させる新たな難聴発症機構を解明した。この現象はヒト細胞、遺伝子でも再現
でき、創薬スクリーニングへの応用が可能となった（Kamiya, 2014, J. Clin. Invest., 2014）。さら
にこの病態をCX26の遺伝子治療にて修復し、CX26欠損マウスの聴力を有意に改善させること
が可能であった（Iizuka, Hum. Mol. Genet., 2015）。これらの成果をもとにした薬剤等の開発と
その臨床応用のためには、有効性、安全性の指標となるGJB2変異患者由来疾患モデル細胞が今
後有効なツールとなると考えられる。しかし蝸牛CX26ギャップ結合プラークを形成する細胞を
患者由来幹細胞から作製する技術は開発されていなかった。我々は創薬と再生医療を目的とし
て人工多能性幹（iPS）細胞を用いた蝸牛ギャップ結合形成細胞の作製を試みた。マウス iPS細
胞から外胚葉、非神経外胚葉への分化誘導を行い蝸牛と同様のCX26ギャップ結合プラークを形
成する細胞の作製に成功した。同細胞は発達期蝸牛と同様の機能および特徴を示した。CX26欠
損マウスからも iPS細胞を樹立し同様に内耳細胞を作製したところ、蝸牛での病態を体外で再現
することに成功した（Fukunaga, Stem Cell Reports, 2016）。同細胞はGJB2変異型遺伝性難聴の
有効な創薬ツールとして活用でき、再生医療への応用も期待できる。現在、GJB2変異型遺伝性
難聴患者からの iPS細胞の樹立とヒト内耳細胞の分化誘導法の確立が進んでいる。

参考文献
1. Fukunaga I, Fujimoto A, Hatakeyama K, Aoki T, Nishikawa A, Noda T, Minowa O, Kure-

bayashi N, Ikeda K, Kamiya K
In vitro models of GJB2-related hearing loss recapitulate Ca2+ transients via a gap junction
characteristic of developing cochlea
Stem Cell Reports, 2016, 7（6）, 1023-1036

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

3. Kamiya K, Yum SW, Kurebayashi N, Muraki M, Ogawa K, Karasawa K, Miwa A, Guo X,
Gotoh S, Sugitani Y, Yamanaka H, Kawashima SI, Iizuka I, Sakurai T, Noda T, Minowa O,
Ikeda K
Assembly of the cochlear gap junction macromolecular complex requires Connexin26
Journal of Clinical Investigation, 2014, 124（4）: 1598-1607
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テーマセッション８

全身投与と局所投与における内耳薬物動態の基礎的解析
─鼓室内投与と静脈注射の併用療法の効果について─

神﨑　　晶
慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

はじめに）突発性難聴、メニエール病などの急性感音難聴に対する投与として、全身ステロイ
ド療法（ST）は治療法の1つである。さらに米国の突発性難聴ガイドラインでは ST後の回復が
ない場合、鼓室内（TT）ステロイド注射が推奨されている。最近、難聴の初期治療としてSTお
よびTTの併用療法が注目されており、新しい治療戦略と見なされている。臨床研究では、STと
TTの併用療法（CT）がST単独よりも聴力改善を達成する上でより効果的で安全であることが
報告されている。しかし、併用療法に関する内耳における薬物動態学的な研究に関する研究は
少ない。特に同一動物の経時的変化を追跡した解析は少ない。われわれは、トランスジェニッ
クマウスであるGlial Fibrillary Acidic Protein（GFAP）-Lucマウスを用いて新しい生体内イメ
ージングシステムを使用した。このマウスではルシフェリンを投与し内耳のGFAP発現細胞（ら
せん神経節内）に到達するとシグナルを発するものである。この性質を利用し、生体下での解
析を進めてきた。
目的）このシステムを用いて、腹腔内投与とＴＴではそれぞれ動態が異なることを示したが、
実際の臨床では静脈投与（IV）とＴＴが行われている。そこで今回われわれは、ＩＶまたはTT
のみ、その併用群のそれぞれの薬物動態を比較するため、マウスを用いて解析した。
方法）6から8週齢の2種類のマウス（GFAP-Lucまたは野生型）を使用した。（1）ルシフェリン
IV群（n=7）、（2）ルシフェリンTT群（n=7）、（3）GFAP-Lucマウス ルシフェリンCT群
（n=7）、（4）生理食塩水併用注射群（CI-生理食塩水、n = 3）、（5）ルシフェリン（n=3）を併用
した野生型マウスを対照群として用いた。これらの群のうち、両耳の薬物動態を比較するため
に、各群においてIV左耳群（n=7）、IV右耳群 ）、TT左耳群（n=7）、TT右耳群（n=7）、CT左
耳群（n =7）、CT右耳群（n=7）について以下を比較した。すなわち、光子（シグナル）量を用
いて内耳への到達量を解析し、生物学的半減期、ピーク量曲線下面積（AUC）値を比較した。
結果）生物学的半減期、光子量および曲線下面積（AUC）値は、各単独投与群と比較して併用
治療で有意に増加した。しかしながら、併用治療は、内耳における薬物濃度のピークを増加さ
せることはできなかった。
結論）本研究は、併用治療がより多くの薬物を内耳に送り、薬物動態では静脈内よりも効果的
であることを示した。本研究はLi先生と筆頭演者である神﨑によってなされた研究である。さ
らに慶應義塾大学医学部生理学教室岡野栄之先生、芝田晋介先生、整形外科中村雅也先生との
共同研究である。なお本研究は文科省基盤研究Ｃによってなされた。
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日韓 E n g l i s h セッション
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JK-3 New Proposal for Diagnostic Criteria of Barotraumatic Perilymph
Fistula（PLF）
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日韓Englishセッション

Audiological and Clinical Finding of Eosinophilic Otitis Media in Koreans

Myung-Whan Suh, Senung No Hong, Hanaro Park, Juyoung Chung, Jun Ho Lee, 
Sun O Chang, Seung-Ha Oh

Department of Otorhinolaryngology, Seoul National University Hospital

Background and Objectives Eosinophilic otitis media (EOM) is characterized by the presence of a
highly viscous effusion containing eosinophils.  It mainly occurs in patients with bronchial asthma, nasal
polyps and is resistant to conventional treatments for otitis media.  In these patients, steroid is very ef-
fective in controlling the disease.  However, the major complication is sensorineural hearing loss, espe-
cially at high frequencies, which may occur despite steroid therapy. 
Subjects and Method Here we report 10 cases of EOM at Seoul National University Hospital.  Clinical
courses and characteristics of the patients were analyzed.  We compared the hearing deterioration and
other clinical variables between EOM patients and age-matched non-EOM chronic otitis media patients.  
Results All cases had viscous effusion and 9 cases were associated with asthma and nasal polyps.  All
patients had a decreased hearing in high frequency range compared to the age matched controls.  The
average bone conduction threshold difference at 2 kHz, 4 kHz was 22.4 dB HL and 42.5 dB HL, respec-
tively.  Among the patients, one showed profound sensorineural hearing loss bilaterally after the onset
of EOM and received cochlear implantation.  The open set sentence score was 82% 6 months after
cochlear implantation.  Most of the cases were resistant to conventional treatments for otitis media,
such as administration of antibiotic agents, ventilation tube insertion or mastoidectomy.  However, cases
that were given steroid treatment had improvement in ear symptoms.  
Conclusion Since EOM patients show deterioration of hearing, it is important to properly diagnose
EOM, start adequate treatment and explain to patients that the disease may last for a long period and
progressive hearing loss may occur.

Biography
Education:

Institute Degree Year Scientific Field 
Seoul National University 
College of Medicine, Seoul, Korea Medicinae Doctor 1996~2002 Medicine 
Seoul National University 
College of Medicine, Seoul, Korea Master's degree 2003~2006 Otorhinolaryngology
Seoul National University 
College of Medicine, Seoul, Korea Doctorʼs degree 2006~2008 Neuroscience

Training:
Institute Degree Year Scientific Field 
Seoul National University Hospital, Seoul, Korea Intern 2002-2003 Medicine
Seoul National University Hospital, Seoul, Korea Resident 2003-2007 Otorhinolaryngology
Seoul National University Hospital, Seoul, Korea Fellow 2007~2008 Otology

Academic appointments 
2008 – 2011 Assistant professor, Dankook University Hospital
2011 – 2012 Assistant professor, Dankook University, College of Medicine
2012 – 2017 Assistant professor, Seoul National University Hospital
2017-present Associate professor, Seoul National University Hospital

Otol Jpn 27 (4) :299 , 2017

JK-1



Otol Jpn 27 (4) :300 , 2017

日韓Englishセッション

Diagnosis and clinical managements for eosinophilic otitis media

Yukiko Iino
Department of Otolaryngology, Deafness and middle ear surgicenter

Tokyo Kita Medical Center

Eosinophilic otitis media (EOM) is an intractable otitis media characterized by the presence of a highly viscous
yellow effusion containing eosinophils.  It mainly occurs in patients with bronchial asthma and is resistant to
conventional treatments for otitis media. In this session, I would like to show the diagnostic criteria of EOM es-
tablished in 2011, and discuss the clinical managements of EOM.  
Diagnosis: We reviewed 138 patients with EOM and 134 age-matched patients with common type of otitis media
as controls to analyze their clinical characteristics and to make diagnostic criteria of EOM.  EOM predominantly
affects females and occurs most often in patients in their 50s.  EOM is often complicated by rhinosinusitis and
nasal polyposis, which is called eosinophilic rhinosinusitis.  High tone hearing loss is more frequently found and
more severe in EOM patients than in COM control patients, and EOM patients sometimes become deaf suddenly.
According to the clinical data, we proposed the diagnostic criteria of EOM.  Major criterion is that otitis media
with effusion or chronic otitis media with eosinophil dominant effusion.  It is necessary to prove the accumulation
of eosinophils in the effusion histologically or cytologically.  Minor criteria are as follows; 1) highly viscous middle
ear effusion, 2) resistance to conventional treatment for otitis media, 3) association with bronchial asthma, 4) as-
sociation with nasal polyposis.  The definite case is defined as positive for major and two or more minor criteria.
However, eosinophilic granulomatous polyangitis (EGPA: previously called Churg-Strauss syndrome) and hy-
pereosinophilic syndrome are excluded. 
Clinical managements: In the middle ear of patients with EOM, active eosinophilic inflammation appears to be
present because eosinophil cationic protein (ECP) levels in MEE and the number of EG2 immunopositive cells
in the middle ear mucosa are significantly higher in EOM patients than in control patients with common otitis
media.  The patients are sometimes accompanied by bacterial infection in the middle ear, which is one of the
risk factors for severity of EOM.  Therefore, the management strategy for EOM is to control eosinophilic in-
flammation as well as bacterial infection in the middle ear.  Currently, the most effective treatment to control
eosinophilic inflammation is administration of systemic and topical corticosteroids.  Our basic treatment for
EOM is the intratympanic instillation of triamcinolone.  Most of the patients have been well-controlled by this
treatment.  Omalizumab, a recombinant humanized monoclonal anti-IgE antibody, is used as an anti-lgE agent
with clinical benefits in the treatment of moderate to severe bronchial asthma.  Recently, we reported that anti-
IgE therapy using omalizumab was also efficacious for some patients with EOM associated with bronchial
asthma.  Anti-IL5 therapy using mepolizumab is also a treatment option for bronchial asthma.  However, there
have been no clinical trials using mepolizumab for EOM. 

For intractable and severe cases, we usually try intensive care therapy in hospital.  The patients are given
intravenous administration of prednisolone and antibiotics in addition to intratympanic instillation of triamci-
nolone.  The removal of the granulation of the middle ear is also needed. 

We further discuss the risk factors of severity and inner ear damage in patients with EOM.  Patients with
ear symptoms should have the proper diagnosis of EOM using the proposed diagnostic criteria, and then can
receive adequate treatments, resulting in prevention of deterioration of hearing and quality of life.

Biography
・Graduated from Tohoku University School of Medicine, Sendai, Japan
・Trained in the Dept.ORL, Tohoku University School of Medicine
・Post-doctoral fellow of the Dept. Microbiology, London Hospital Medical College
・Senior doctor of the Dept. ORL, National Hospital Medical Center, Tokyo
・Associate professor and then Professor of the Dept. ORL, Teikyo University School of Medicine, Tokyo
・Jan. 2006:  Professor of the Dept. ORL, Jichi Medical University Saitama Medical Center
・April 2008: Chairman of the Surgical Division, Jichi Medical University Saitama Medical Center
・April 2015〜：Director of the Deafness and Ear Sergicenter of Tokyo Kita Medical Center. Emeritus and visiting professor

of Jichi Medical University.
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New Proposal for Diagnostic Criteria of 
Barotraumatic Perilymph Fistula (PLF)

Won-Ho Chung, M.D.
Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Sungkyunkwan University

School of Medicine, Samsung Medical Center, Seoul, Korea

The diagnosis of barotraumatic perilymph fistula (PLF) is still challenging for the clinician.  Because
there have been no objective diagnostic tests preoperatively, the diagnosis of barotraumatic PLF is
still based on the clinical suspicion.  In addition, because the prognosis of barotraumatic PLF is closely
related with the early clinical suspicion and surgical intervention, the diagnostic criteria for suspecting
barotraumatic PLF is necessary to get better treatment outcomes.  In this talk, I would like to present
the new diagnostic criteria of barotraumatic PLF based on the clinical features. 

Thirty-six patients (38 ears) underwent surgical exploration and patching on OW and RW on suspicion
of barotraumatic PLF.  Every patient has had the barotraumatic events before symptoms has occurred.
These barotraumatic events included nose blowing, straining, altitude change, diving, ear probing etc,

Typical symptoms are sudden auditory symptoms such as ear fullness, tinnitus or/and hearing loss
immediately after barotraumatic insults.  A few hours later, dizziness, especially positional dizziness
has followed the auditory symptoms.  Positional nystagmus was identified by positional tests.  The pat-
terns of positional nystagmus were different from typical benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)
in 3 aspects: 1. Multi-directional positional nystagmus, 2. Small amplitude, long duration, no reversibility,
3. No response to otolith repositioning maneuver. 

Diagnostic criteria of barotraumatic perilymph fistulas are proposed. 
Definite perilymph fistula

1. Probable barotraumatic perilymph fistula plus visual confirmation of perilymph leak through OW
or RW via surgical exploration. 

Probable perilymph fistula
1. Preceding history of barotrauma
2. Sudden auditory symptoms (sensorineural hearing loss, tinnitus, and/or ear fullness) 
3. One or more features of dizziness accompanying with auditory symptoms

A. Time difference between the onset of auditory symptoms and dizziness
B. Dizziness aggravated by positional change
C. Positional nystagmus (by Dix-Hallpike test and Supine Head Roll test) having at least one of the
following characteristics

i. Multi-directional positional nystagmus
ii. Small amplitude, long duration, no reversibility
iii. No response to otolith repositioning maneuver

Possible perilymph fistula
1. Preceding history of barotrauma
2. Sudden auditory symptoms without dizziness or positional nystgmus

Biography
1988.3 – 1989.2 Internship,Seoul National University Hospital, Seoul, Korea 
1989.3 – 1992.2 Residency, Department of Otolaryngology, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea
1992.3 – 1995.4 Military service
1995.5 – 1996.8 Fellowship (otology), Dept. of Otolaryngology, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea
1996.9 – 1998.2 Research assistant, Dept. of Otolaryngology, UCLA medical center (Supervisor: V. Honrubia)
2003.9 – 2005.2 Research Fellowship in Otolaryngology, UCSD medical center (Supervisor: A. Ryan)  
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Perilymphatic Fistula (PLF): Diagnosis and Treatment

Tetsuo Ikezono
Department of Otolaryngology, Saitama Medical University

To investigate the positive rate for the Cochlin tomo-protein (CTP: an inner ear-specific protein) de-
tection test among patients with inner ear-related clinical manifestations and to evaluate the clinical
characteristics of definite perilymphatic fistula (PLF).  We have performed an ELISA-based CTP detec-
tion test using middle ear lavage samples from 497 cases of suspected perilymphatic fistula enrolled
from 70 clinical centers nationwide between 2014 and 2015.  Eight to 50% of patients in category 1
(trauma, middle and inner ear disease cases), and about 20% of those in categories 2, 3 and 4 (external
origin antecedent events; internal origin antecedent events; without antecedent event, respectively)
were positive for CTP.  In category 1 cases, the earlier tested samples showed a higher CTP-positive
rate, whereas no differences were observed in the categories 2, 3 and 4.  The characteristic clinical fea-
tures in the earlier tested cases were nystagmus and fistula sign in CTP test-positive cases in category
1, and streaming water-like tinnitus in those in category 2, 3 and 4. 

The present study clarified that CTP detection test-positive patients exist at considerable rates among
patients with inner ear-related manifestations.  We are now in the process of renovating our test from
polyclonal to monoclonal antibody based ELISA kit, which will assure the long-term supply of the test
kits.  This new kit will be available soon and we will be able to perform worldwide study of PLF.

In addition to the diagnostic challenge of PLF, we will discuss about the window repair surgery, com-
paring the conventional technique and newly developed round window reinforcement (RWR).  In this
technique, small pieces of cartilage are packed around the round window niche.  We also need to pay
attention to the microfissures, which are the potential rout for the leakage.  

Matsuda, H., et al., A nationwide multicenter study of the Cochlin tomo-protein detection test: clinical
characteristics of perilymphatic fistula cases. Acta Otolaryngol, 2017.

Biography
1992-1995: Visiting Fellow National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA 
2007-2011: Associate Professor, Dept of Otorhinolaringology, Nippon Medical School
2011-present: Professor, Dept of Otorhinolaringology, Saitama Medical University
2016-present: Assistant Chief of Medical Clinic. Saitama Medical University
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Category 1: linked to trauma, middle and inner ear diseases,
middle and/or inner ear surgeries

Category 2: linked to barotrauma caused by antecedent events
of external origin (such as flying or diving)

Category 3: linked to barotrauma caused by antecedent events
of internal origin (such as straining, sneezing or coughing)

Category 4: has no apparent antecedent event

Table) Classification of PLF. Matsuda, H., et al., A nationwide multicenter study of the Cochlin tomo-protein detection test: clinical
characteristics of perilymphatic fistula cases. Acta Otolaryngol, 2017.

Figure) The illustrated image of microfissures from surgeon’s viewpoint. (courtesy from Prof Hiroaki Satoh).
Sato, H. et al. Computer-aided three-dimensional reconstruction and measure- ment of microfissures. Am J Otol, 1992
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モーニング教育セミナー
11月 23日（木・祝）（8：30〜9：30）

第 1会場　MS1

第 2会場　MS2 鼓膜形成術

第 3会場　MS3 伝音連鎖再建術（アブミ骨手術を含む）

第 4会場　MS4 外耳道後壁削除型鼓室形成術

第 5会場　MS5 顔面神経減荷術

第 6会場　MS6 聴器癌手術

11月 24日（金）（8：30〜9：30）

第 1会場　MS7 各種人工聴覚器手術
（人工内耳、人工中耳、植込型骨導補聴器）

第 2会場　MS8 聴神経腫瘍手術　─その要点と落とし穴─

第 3会場　MS9 内視鏡下耳科手術
─内視鏡が威力を発揮する耳科手術の具体例─

第 4会場　MS10 外耳道後壁保存型鼓室形成術

第 5会場　MS11 メニエール病の外科治療

第 6会場　MS12-1 これが聞きたかった！耳科オペ準備 A to Z
耳科手術における準備と周辺機器

第 6会場　MS12-2 これが聞きたかった！耳科オペ準備 A to Z
タブレット端末を用いた中耳・側頭骨 3D手術解剖と側頭
骨 CT・MRI教材



モーニング教育セミナー１

側頭骨手術解剖

須納瀬　弘
東京女子医科大学　東医療センター　耳鼻咽喉科

複雑な構造を有する側頭骨で病変を安全に処理するには、どこを操作しているのかを確認するための
ランドマークを的確に見つけ、これを手掛かりとして保存すべき構造や次のランドマークを同定しなが
ら十分なアプローチを作るという技術が要求され、3次元解剖の知識が必須である。
１．耳小骨の解剖
耳小骨連鎖の懸架はツチ骨前突起と錐体鼓室裂をつなぐ前ツチ骨靭帯、キヌタ骨短突起に付着する後

キヌタ骨靭帯、ツチ骨頭上方の上ツチ骨靭帯が補助している。ツチ骨柄上端部内側に鼓膜張筋腱が、ア
ブミ骨後脚外側端にアブミ骨筋腱が付着する。キヌタ骨短突起はやや外側に向かい、術者から見るとツ
チ骨頭より浅くなることに加え、短突起を容れる fossa incudisは狭小で外側壁との距離はごくわずかで
ある。アブミ骨上部構造は下方の岬角側に傾く。
２．鼓室内側壁の解剖
岬角は蝸牛基底回転に相当する隆起である。後方の正円窓小窩の前上面に正円窓膜がある。岬角上方

で顔面神経鼓室部直下の卵円窓小窩底部に前庭外側壁をなすアブミ骨底板がはまる。蝸牛第２回転と頂
回転は基底回転前上方に位置する。卵円窓小窩前上部には鼓膜張筋腱の出るサジ状突起が位置し、この
直上内側を顔面神経鼓室部が通過、卵円窓小窩上方から外側半規管下面をすり抜けるようにして屈曲、
鼓室後壁に到る。
鼓室後壁で顔面神経乳突部内外に形成される陥凹、外側の facial recessと内側の tympanic sinusは重

要である。tympanic sinus上縁は正円窓小窩後上縁と錐体隆起間の骨梁ponticulusが、下縁は正円窓小
窩後上縁と後壁間の骨梁subiculumが形成する。tympanic sinus内側壁には後半規管膨大部が位置す
る。蝸牛より下方の下鼓室蜂巣前方に内頚動脈、後方に頸静脈球が位置する。内頚動脈は鼓膜輪より前
方の前鼓室内側壁に向けて上向後、蝸牛近傍で内側前方に向け屈曲、前方内側やや下方に向かう耳管と
交差しつつ錐体尖へと向かう。頸静脈球はＳ状静脈洞が内頚動脈に移行する際に顔面神経内側に形成さ
れる膨隆であり、正円窓小窩下方に観察されることが多い。
３．半規管
乳突洞底部の外側半規管は後下方に約30度傾き、膨大部は前端にある。その後方で直交する位置に後
半規管がある。後半規管膨大部は下前端で顔面神経内側、鼓室洞内側壁に位置する。上半規管は外側半
規管膨大部直上にあたる前端に膨大部があり、中頭蓋窩に向けて上向したのちに後方深部へと下向し、
後半規管上端と総脚を形成する。３つの半規管はそれぞれ直交する位置関係にあり、上・後半規管はそ
れぞれ中・後頭蓋窩硬膜と近い。後半規管近傍の後頭蓋窩硬膜上に内リンパ嚢があり、前庭水管を介し
て総脚基部と連絡する。
４．顔面神経の走行とランドマーク
顔面神経は内耳道底前上部で顔面神経管に入り、前方にある蝸牛基底回転上端部と後方にある前庭の

間を抜けて前方外側へと向かうと（迷路部）、急峻な角度をもって上鼓室内側壁前方の膝神経節に至
る。膝神経節からは前方内側やや上方に大錐体神経が分かれ、顔面神経本幹はここから斜走してサジ状
突起直上、アブミ骨直上、外側半規管下面と抜けて第2膝部を形成する。顔面神経が出る茎乳突孔は乳
突切痕の直前にあるため、顎二腹筋稜を前方に辿るとほぼ直交する顔面神経を見つけることができる。
５．内耳道の解剖
迷路を削開、前庭水管を切断して後頭蓋窩硬膜を内側に追跡すると後頭蓋窩から外側に向かう硬膜の

立ち上がりが内耳道後壁である。内耳道底は水平稜によって上下に分けられ、上方はさらに垂直稜によ
って前後に分けられる。前上部が顔面神経、後上部が上前庭神経、前下部が蝸牛神経、後下部が下前庭
神経の領域である。内耳道下方に頸静脈球が形成されるが、これと内耳道の間に蝸牛水管が走行し、蝸
牛水管の下方に舌咽神経が走行する。

Otol Jpn 27 (4) :303 , 2017
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モーニング教育セミナー２

鼓膜形成術

阪上　雅史
兵庫医科大学　耳鼻咽喉科・頭頚部外科

【はじめに】一般に鼓膜形成術は中耳腔の耳小骨連鎖を操作しないで鼓膜を形成する術式のこと
を言う。鼓膜形成術は鼓室形成術の最後に行う基本操作の一つであり、「鼓膜を作らなければ手
術は終わらない」「鼓膜を作れば耳漏は止まり最低限のことはできる」など手術トレーニング中
の若手に言っている。講演では以下の術式につきビデオを中心に供覧する。
【接着法】1989年に湯浅が考案した簡易鼓膜形成術（simple underlay myringoplasty）で、この
18年間本邦で広く行われて来た 1）。接着法の基本手技に加え、（1）大穿孔に対する複数枚の組織
片の使用、（2）鼓膜輪外側の後壁皮膚切開の追加、（3）内視鏡下での操作（TEES）、（4）自家
血フィブリン糊の可能性も講演予定である。本術式は低侵襲性で術後の骨導聴力悪化もほとん
どないので、両側同日手術 2）、better hearing ear3）、only hearing ear4）に良い適応となる。
【アンダーレイ法】2008年耳科学会臨床パネル「症例に則した鼓室形成術」のアンケートで一番
多かった鼓膜形成法である（54%）。鼓膜穿孔辺縁切除、耳後部切開、鼓膜全層剥離の後、側頭
筋膜を前方は骨性鼓膜輪直下に密着させ、後方は外耳道骨壁上に置く（原法は筋膜をツチ骨柄
の下を通す）。日本人の外耳道は狭く突出していることが多いので（特に下壁、前壁）、鼓膜穿
孔の辺縁が明視下になるように突出部をドリルで削除すること（canal plasty）が肝要である。
大穿孔の時は鼓室前部にスポンツェルを置き、筋膜の外側にもキチン膜を置いて補強する。前
部鼓膜輪と筋膜に段差ができると、鼓膜炎を術後発症しやすい。
【インレイ（サンドイッチ）法】2008年のアンケートでは2番目であった（40%）。筆者の経験で
は一番確実な鼓膜形成法であり術後の上皮化も早い。ただ、（1）薄い鼓膜上皮層の剥離は技術
的に難しいこと、（2）鼓膜穿孔が前部鼓膜輪におよんでいる時は術後 lateral healingが起こりや
すいこと、（3）剥離した鼓膜皮膚層をきっちり戻さないと術後pearlができやすいこと（特に小
児）、など注意すべき点がある。TEES下で行うのは技術的に難しい。
【オーバーレイ法】2008年のアンケートでは3番目であった（6%）。中〜大穿孔に対して手術場で
本法が行われることはほとんどなく、小穿孔に対して外来で行われるのみである。
【薄切軟骨を用いた鼓膜形成術】ドイツで50年前に報告された方法である。近年欧州では鼓膜形
成に頻繁に用いられる。2008年のアンケートでは鼓膜形成材料としては6%の使用率であった
が、本邦でも徐々に増えてきている。当科では、鼓膜再穿孔、癒着性中耳炎、緊張部型真珠腫
に対して薄切軟骨にて鼓膜形成を行っている 5）。軟骨カッターで耳介または耳珠軟骨を厚さ
0.5mm以内に薄切する。柵状（palisade）に置くか、1, 2枚の大きな軟骨を置くかは症例によ
る。鼓膜前部の置き方は骨性鼓膜輪の上に軟骨を載せるか、軟骨の下にスポンツェルや軟骨ブ
ロックをおいて支えとする。術後に滲出液が貯留する可能性が高い場合は、軟骨に穴を開けて
鼓膜チューブを留置しその軟骨を置く。
【文献】
1. Sakagami M, Yuasa R, Yuasa Y. Simple underlay myringoplsty. J Laryngol Otol 121: 840-844,

2007
2. Katsura H, Sakagami M, et al. Reevaluation of bilateral samed day surgery for bilateral per-

forated chronic otitis media. Otol Neurotol 26: 842-845, 2005
3. Yuasa Y, Yuasa R. Postoperative results of simple underlay myringoplsty in better hearing

ears. Acta Otolaryngol 128: 139-143, 2008
4. Sakagami M, et al. Surgical management of only hearing ears with positive indications. J

Laryngol Otol 120: 072-975, 2006
5. 桂　弘和、阪上雅史、他：癒着鼓膜に対し軟骨を用いた鼓室形成術の検討。Otol Jpn 25: 239-

244, 2015
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モーニング教育セミナー３

伝音連鎖再建術（アブミ骨手術を含む）

奥野　妙子
三井記念病院耳鼻咽喉科

耳の手術の一番大きな目的は聴力を回復する事である。耳の手術の成功判定の大きな要素は
聴力成績である。

1. 伝音連鎖再建術について解説をする。
2. 良い聴力成績を得るための条件について。
3. 術前診断のための検査はどの程度予測ができるか？
4. 疾患による耳小骨への影響は？
5. 術中予期せぬ事態に遭遇したときは？
6. 再手術から考える適切な伝音連鎖の再建は？
7. 内耳開窓を考えるときの注意は何か。
上記の事柄を中心として、安全に手術を進めるための注意点をともに考えたいと思う。
図１に示したのは左耳硬化症に対するアブミ骨手術の術中写真である。鼓膜は正常であり、

ツチ・キヌタの動きは良い事を確認する。アブミの固着を確認した後、アブミ底に0.8mmの小
穿孔をあける。アブミ骨筋腱はその後に切断する。これは floating footplateになるのを避けるた
めである。脚を切断しアブミ上部構造を摘出する。内耳からの外リンパの漏出は、直接吸引し
ない。Small fenestrationはアブミ操作時の内耳に対する圧変化に対してのsafety hallの役割も果
たしている。テフロンピストン（4mm×0.6mm）をキヌタ長脚に装着する。ピストン周囲の距
離は0.1mmくらいが良い聴力を得られると報告されているのでこの大きさの穿孔とこの太さの
ピストンを選択している。長さは長身の人では4.5mmを使用する事も有るが、日本人ではほぼ
4mmが最適である。テフロンピストンはテフロンワイヤーと異なり、キヌタ長脚を全周に円状
に囲むので、ワイヤーの占め過ぎによる長脚のカリエスは起こらない。前庭窓の開窓部を
GelfoamRと fibrin glueでシールすることで術後のめまいは軽減した。
図２は、鼓室を開けてみると耳硬化症は確かめられたものの、顔面神経のoverhungが見られ

た例である。これは顔面神経を押しながらアブミ底に開窓して、型どおりテフロンピストンを
装着した。何も問題は起こらず。良い聴力が得られた。
図３はアブミ骨手術の長期観察例である。20年を過ぎても術前より良い聴力を保持できてい

る。

Otol Jpn 27 (4) :305 , 2017
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モーニング教育セミナー４

外耳道後壁削除型鼓室形成術

萩森　伸一
大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】中耳手術、特に中耳真珠腫の手術における外耳道の取り扱いには、外耳道保存
（canal wall up）と外耳道後壁削除（canal wall down）がある。canal wall upは術後外耳道形態
や外耳道皮膚の自浄能が温存される反面、再び鼓膜上皮が中耳腔へ侵入する再形成性再発が生
じやすい。またcanal wall downに比べ術野では死角があり、遺残性再発も多いとされる。一
方、canal wall downは外耳道後壁を削除することで広い術野を確保でき、加えて乳突腔を外耳
道へ開放することで真珠腫の遺残や再形成の防止に有利だが、不十分な削開は非乾燥耳（cavity
problem）の原因となる。また外耳道皮膚の自浄能が消失し、患者は生涯にわたって耳内清掃が
必要になることがある。canal wall upとcanal wall downの特長を併せたものが外耳道削除後再
建である。これはcanal wall downの広い術野で真珠腫を摘出後、削除した外耳道を再建するこ
とで外耳道の生理機能を温存しようとするものである。本セミナーではcanal wall downと乳突
腔の処理、外耳道再建の手技を中心に解説する。
【canal wall downの適応】canal wall upで対応困難な中耳真珠腫例である。中頭蓋底が高度低位
の例、すでに外耳道後壁が大きく破壊もしくは削除された例、また術後cavity problem例などが
対象となる。慢性中耳炎では通常canal wall upとし、canal wall downは行わない。
【乳突腔を外耳道に開放（いわゆるopen法）するcanal wall down手術のポイント】1. 耳後切開
し有茎骨膜弁を作製後、外耳道皮膚を入口部付近で横切開する。2. 乳突削開は十分に行う。蜂
巣残存は術後cavity problemや再発の原因となるので、病的粘膜も含め徹底して処理する。
canal wall downも十分行い、削除する外耳道の皮膚も合併切除する。3. 外耳道入口部形成
（meatoplasty）を併用する。4. 術後清掃には小さな乳突腔が有利であるので、削開した乳突腔
の一部を骨膜弁で充填する。
【canal wall down後外耳道後壁を軟素材で再建する手術のポイント】1. 外耳道皮膚は外耳道骨壁
から丁寧に剥離して温存する。外耳道入口部付近での横切開は行わない。2. canal wall downは
再建を前提とした控えめの削除とすべきではない。真珠腫の完全摘出を第一に、必要に応じて
外耳道後壁は十分に削除する。3. 真珠腫摘出後、側頭筋膜片一枚で、鼓膜から外耳道を再建す
る。筋膜片の接着は必ず数回に分け確実に鼓膜および外耳道皮膚に接着するように心がける。
4. 再建した外耳道内をガーゼなどでパッキングする。パッキング後乳突蜂巣側から観察し、筋
膜片と鼓膜・外耳道皮膚に接着不足がないか（ガーゼが見えていないか）確認する。
【canal wall downのコツ】後壁削除は必要十分に行うが、問題になるのは顔面神経の損傷であ
る。この医原性合併症の回避には顔面神経、特に乳突部（垂直部）走行の評価が不可欠であ
る。通常、鼓室部（水平部）は真珠腫を除去していくと自然に観察されるので、その走行から
乳突部の走行をイメージしてcanal wall downを行う。出血の増加やpink lineを透見すれば顔面
神経はすぐ近くにある。神経刺激装置も有用だが反応が良い例では却って走行が分かりづら
く、過度に頼るべきではない。近年のCT画像診断の発達によりモニター上での側頭骨の連続ス
ライス観察が可能となり、顔面神経鼓室部と乳突部の三次元的関係の評価が容易となった。特
に中耳炎症性疾患では顔面神経乳突部は思いがけず外側を走行することが少なくないので、高
解像度CTでの術前評価はとても有用である。
【軟素材再建のコツ】軟素材による後壁再建後の外耳道形態は、乳突腔の術後換気能に応じて変
化する。換気能が良いと乳突腔は再含気化し、外耳道は後退せず正常外耳道と見分けがつかな
い。一方、換気能低下例では乳突腔は再含気せず、外耳道が徐々に後退し一見するとcanal wall
down and open様の形態になる。他方、術後聴力は中鼓室のみならず乳突腔まで再含気化した方
が良好である。そのためには軟素材再建を行う場合、計画的段階手術とし、初回手術中にシリ
コン板を留置することで中耳腔全体の含気促進を図ることも一つである。

Otol Jpn 27 (4) :306 , 2017
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モーニング教育セミナー５

顔面神経減荷術

濵田　昌史
東海大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】
耳鼻咽喉科医が行うべき頭蓋底・中耳・耳下腺手術においては顔面神経の解剖学的理解ならびにその

取り扱いは必須学習項目と思われる。顔面神経麻痺に対する顔面神経減荷術の有用性については異論も
見られるものの、適切に行えば一定の治療効果が得られることに加え、鼓室形成術や人工内耳埋込術な
どにおける万一の顔面神経損傷の際は減荷+/－神経移植を考慮しなければならないため、減荷術に習
熟しておくことは耳科医にとって極めて有用と考える。
【適応】
①ベル麻痺/ハント症候群
これらに対する顔面神経減荷術の適応と効果については、Fischは発症21日以内にエレクトロニュー

ロノグラフィー（ENoG）が10％未満となった症例で、中頭蓋窩開頭も併用して側頭骨内顔面神経の全
減荷を行えば麻痺転帰は良好であるとした。これに対しMayは、中頭蓋窩開頭を行わなくても解剖学的
条件次第でmeatal foramenまで開放が可能であるとし、Yanagiharaらはmeatal foramenを開放しない
いわゆる経乳突的減荷術について、ENoGが5％未満の症例において発症60日以内に施行すれば約７割が
満足のいく回復が得られたとした。これらを受けてわれわれの施設では、発症1ヶ月以内にENoGが5％
未満の症例で減荷術を施行している。その方法として、膝神経節の完全開放が至上命題と捉え、中頭蓋
窩開頭は行わなくても経乳突的に中頭蓋窩底の骨を広く削除し、中頭蓋窩硬膜を広く露出することで顔
面神経の膝部〜迷路部を可及的に開放している。この手技によってベル麻痺では64.5％、ハント症候群
では47.6％の完全治癒率を得ている。
②その他の顔面神経麻痺
真珠腫による顔面神経麻痺の際の減荷については、神経管の開放を積極的に行うべきか否か意見が分

かれる。通常、露出しているはずの顔面神経は真珠腫および周囲の肉芽組織と容易に区別できないた
め、乱暴に炎症組織を引っ張ると思わぬ神経損傷を来しうる。よってこのような際はより末梢の乳突部
を削開して安全確実に顔面神経の走行を確認し、そこから中枢に辿ることで真珠腫を丁寧に剥離してい
く。従って、結果的にはある程度の範囲で骨管は開放されることになる。外傷性麻痺では完全麻痺が遷
延している限り減荷時期は問わず、ベル麻痺/ハント症候群に準じてENoG<5%で手術適応としている。
開放後、顔面神経の状態次第で減荷のみならず大耳介神経の部分移植も併用する。この目的のためには
経乳突法のみならず、中頭蓋窩法併用や難聴次第で経迷路法も選択される。加えて顔面神経鞘腫や神経
線維腫など一部の腫瘍性顔面神経麻痺に対する治療としても減荷術を応用している。
【手術手順】
①耳後部にて型通りに皮膚切開→筋骨膜をＴ字型に切開。②広く乳突削開。この際に中頭蓋窩底を上

鼓室まで十分に浮き彫りにする。外側半規管を指標に上鼓室を開放、キヌタ骨を同定。③顎二腹筋腱稜
を指標として顔面神経乳突部を同定。この時、鼓索神経の同定の可能。この時点ではまだ神経周囲の骨
は薄く残存させておく。④乳突部顔面神経および鼓索神経を中枢に追い、この間に存在する顔面神経窩
を開放する（後鼓室開放）。ツチ・キヌタ関節を離断し、キヌタ骨はいったん摘出。⑤buttressを削除
し、顔面神経鼓室部を同定。⑥膝部から前半規管膨大部を指標に顔面神経迷路部まで同定・開放。⑦鼓
室部から茎乳突孔まで薄く残した神経周囲の骨を除去し、顔面神経を全走行にわたって開放。必要であ
れば神経鞘の切開を追加。⑧キヌタ・アブミ関節の接合を優先してキヌタ骨を整復。⑨顔面神経を全走
行にわたってステロイド含有ゼラチンスポンジで被覆。⑩耳後部を閉創。
【術中トラブルとその対策】
①S状静脈洞からの出血：万が一損傷したときは、サージセル®で圧迫し、止血処置を行う。
②外側、前半規管の迷路瘻孔：万が一露出しても、膜迷路は絶対に吸引しない。
③髄液漏：中頭蓋窩硬膜の損傷ならびに迷路部開放時の内耳道底からの髄液漏に注意する。万一生じた
場合は、硬膜損傷が小さければ側頭筋膜で被覆し、フィブリン糊で固定する。これで停止しない場合
は腹部より脂肪を採取・充填し、閉鎖を試みる。

④感音難聴、めまい：術後に骨導聴力、眼振所見を早期に評価する。感音難聴が発生した場合は、急性
感音難聴に準じてステロイド投与が望ましい。
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モーニング教育セミナー６

聴器癌手術

中川　尚志
九州大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉科分野　教授

【側頭骨手術で知っておきたい側頭骨解剖の基礎知識】
側頭骨の外側、右下側と頭蓋底側の写真を図で示す。顎関節窩と外耳孔、乳様突起、茎状突起、頸静

脈孔、内頸動脈管の位置関係を知っておきたい。茎状突起は内頸動静脈を外側から守っているように位
置している。錐体骨は軸が側頭部に平行でなく、内側前方に向かっており、錐体尖や内耳道・外耳道、
内頸動脈などの構造物はその軸に平行もしくは垂直の軸にそっている。
【外側切除（LTBR）】
骨を破壊して中耳に進展していない早期症例は、骨および外耳道軟骨を一緒に摘出することでsafety

marginが確保される。後方より皮弁を作成していくときに外耳孔周囲はcavum conchae周囲およびtra-
gusの軟骨は摘出側に残す。通常の乳突洞削開を後鼓室開放とともに行う。I-S jointを離断、鼓膜張筋腱
を切断する。顎関節内容物を後壁より剥離し、内側面を露出する。鼓室骨前下方は乳様突起内側よりや
や外側まで軟部組織を剥離し、顎関節の剥離部と連続させる。上鼓室と顎関節の間は上方の中頭蓋硬膜
に気を付けながら外側より切断する。下方は外耳道下壁を薄くするように顔面神経外側の深さまで大き
く削除した上で下鼓室を開放する。前方の骨は最後に削除する。耳管外側の骨は顎関節内側面で厚さに
応じて、切断方法を選択する。
【亜全摘（STBR）】
下方の処理は頸部郭清を先に行う。軟部組織の剥離を上方に進め、茎状突起を除去するとその上方に

頸静脈孔外側の目印である頸静脈切痕を認め、その前内側を内頸動脈が走行している。頸静脈孔付近の
位置関係は個人差が大きい。このため、内頸動静脈および下位脳神経を確保して骨切りに進む。通常の
乳突洞削開と異なり、S状静脈洞の位置を同定し、上は中頭蓋硬膜を露出させ、S状静脈洞の前方の後頭
蓋硬膜を頸静脈球後方まで削開する。頸静脈球と内頸動脈の外側の骨を下方より削開し、内頸動脈の弯
曲部とその上方の中頭蓋硬膜に達する。この時、中頭蓋硬膜を後方および外側へ向かう切開線を想定し
て可及的に露出させておくと、上方からの頭蓋底骨の切断が容易になる。後方と下方からの切開線を頭
蓋底側に伸ばし、脈管を確保した上で、側頭開頭を行い、下方からの切開線を確認し、切断、側頭骨を
摘出する。摘出時にmargin freeであることが予後に影響するので、術前にできるだけ正確に病変の範
囲を決定することが大切である。側頭骨CTで骨破壊の状態を知り、中耳腔病変の範囲は造影MRIで合
併する炎症病変と鑑別、判断する。
図脚注
A 側頭骨右側下面の解剖：a 外耳孔，b 顎関節窩　c 乳様突起　d 茎状突起　e 茎乳突孔　f 側
頭線　g 頬骨弓　h 頸静脈孔　i 頸静脈孔内突起　j 内頸動脈管　k 破裂孔　l 棘孔　m 卵円
孔　n 翼状突起
B 側頭骨頭蓋底の解剖：a 内耳孔　b 錐体上縁　c 大錐体神経管裂孔　d 棘孔　e 卵円孔　f
S状洞溝　g 前庭水管外口　h 頸静脈孔　i 頸静脈孔神経部　j 内頸動脈管　k 舌下神経管　l 大
孔　m 下錐体静脈洞溝　n 破裂孔
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モーニング教育セミナー７

各種人工聴覚器手術（人工内耳、人工中耳、植込型骨導補聴器）

髙橋　晴雄 1、野口　佳裕 2

1長崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2国際福祉医療大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】
医療の進歩と共に感染性疾患が減少し、各分野とも神経・感覚器疾患や先天性疾患を診療す

る比率が増加しているが、耳科学においてもそれは例外ではなく、かつて多数を占めていた慢
性中耳炎や真珠腫に対する鼓室形成術は減少傾向にあり、代わって聴覚の改善を目指す人工聴
覚器の手術が増加している。この傾向は今後も超高齢化社会を迎えてますます顕著になること
が予想されるため、耳科学のスペシャリストとしては修得すべき必須の手術といえる。
【人工内耳】
人工内耳は日本でもすでに確立した医療となっているが、この約30年間でも手術法が改良さ

れてきた。最も顕著な変化としては、残存聴力活用型人工内耳に代表されるように、蝸牛に低
侵襲な手術法がより一般化している。今回はその低侵襲手術をルーチンとして供覧する。また
人工内耳の適応が広がり歴史が長くなるにつれて、電極再挿入例（入れ替え）や挿入困難な症
例も増えつつあり、これらに対応することもまた人工内耳を標榜する耳科医の使命でもあるた
め、これらの典型例も供覧しその要点をまとめる。
【人工中耳】
人工中耳は、鼓室形成術でも効果がなく補聴器の装用が困難あるいは効果が期待できない中

等度の伝音ないしは混合難聴に対して適応される人工聴覚器で、最近ようやくVibrant sound-
bridge（VSB）の保険収載が認められた。これは振動子を正円窓窩に設置し、増幅された音響
刺激を正円窓膜経由で蝸牛に与える仕組みである。手術は人工内耳に似た方法で、体内埋め込
み機器を側頭部皮下に植込み、顔面神経窩アプローチにより正円窓窩の外側骨壁を削除して正
円窓を明視下に置き、振動子を正円窓膜に接触させるように留置する。人工中耳手術で最も注
意すべき点は、正円窓膜を損傷して外リンパ漏を起こさないようにすることと、いかに正円窓
窩に長期的に安定して振動子を留置するかである。その意味ではこの手術は人工内耳手術より
難しい面があるとも言える。また人工中耳が適応になる症例はすでに手術歴がある例も多く、
外耳道後壁削除例などでは術後長期的に振動子の外耳への露出を防ぐ手立てが必要で、その手
術法も供覧する。
【植込型骨導補聴器】
植込型骨導補聴器（Bone-anchored hearing aid: Baha®）はすでに2013年に保険収載されてお

り、やはり鼓室形成術の効果がなく補聴器の装用が困難あるいは効果が期待できない症例など
が適応となる。Bahaの利点として、低侵襲で簡便な手術であること、局所麻酔下でも手術が可
能であること、術中合併症が少ないことが挙げられる。しかし、骨に植込まれたインプラント
が皮膚より突出することが美容上問題となる。また、インプラント周囲の皮膚炎症反応、イン
プラントの皮下への埋没、脱落などの術後合併症が起こりうる。手術はデルマトーム法もしく
は、linear incision法により行われるが、典型例を供覧する。
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モーニング教育セミナー８

聴神経腫瘍手術
─その要点と落とし穴─

橋本　　省
国立病院機構仙台医療センター　院長

１．はじめに
聴神経腫瘍の手術法は主として経迷路法、中頭蓋窩法、後Ｓ状洞法の3法があるが、耳科医が初めに行うのは

経迷路法であろう。よって、本セミナーでは経迷路法について解説する。中頭蓋窩法、後Ｓ状洞法では脳外科と
の共同手術となることが多いが、経迷路法の経験があれば、耳科医の分担部分は大きな問題なく執刀できるはず
である。
経迷路法は中耳手術を行っている耳科医にとっては親しみのあるアプローチであるが、当然ながら、側頭骨の
立体的手術解剖を熟知していることが術者としての絶対条件であり、また、頭蓋内に入れば生命に関わる全く違
う世界であるので、決して中耳手術の延長ではない。頭蓋内の操作についても十分に学んでおくべきである。
手術手技については次項に述べたが、成書も読んでその流れを十分理解しておいてほしい。当日は、手術のノ
ウハウすなわちポイントとピットフォールについて具体的に解説する。多くの若い耳科医が手技と知識を身につ
け、聴神経腫瘍手術に取り組むことを期待したい。
２．手術手技
ⅰ）皮膚切開から乳突削開
皮切は術者の好みによるが、著者は耳介上方約10mmの位置から乳突蜂巣の外側を通って乳様突起まで「つ」

の字型としている。皮切後、乳突削開は浅い部分から広く充分に行ない、内耳骨胞を確認する。内耳骨胞前方に
砧骨短脚が確認できれば前方の削開は十分である。乳突洞後壁を削開しＳ状静脈洞を確認するが、まず静脈洞全
体を浮き彫りにするように骨壁を薄く削り、洞表面中央の骨を薄く島状に残し周囲の静脈洞硬膜を露出する
（Bill’s island）と、静脈洞の圧迫が可能になる。
ⅱ）迷路摘出、顔面神経管確認
内耳骨包を上外側より削ってゆくと青みを帯びた線状の部分が見えてくる。これがblue lineで外側半規管の外
側端にあたる。これを確認した後、更に削開すると外側半規管が開放され、さらに削開を進めると下方にピンク
の部分が見えてくる。これがpink lineで顔面神経鞘表面の血管、すなわち顔面神経管を示すので、乳突部までの
走行を明らかにしておく。この際、顔面神経を露出させないことが大切である。次いで外側半規管、後半規管、
上半規管の順に削開を勧め、迷路摘出を完了する。
ⅲ）内耳道周囲、後頭蓋窩の削開
迷路摘出終了後、削開を進め内耳道硬膜が透見できるよう薄い骨板を残して内耳道を浮き彫りにする（skel-

tonize）。少なくも内耳道全周の50％、腫瘍が大きい場合は70％を削開することが本手術での重要なポイントで
ある。内耳道上壁の硬膜直下には顔面神経が存在することが多いので直接硬膜を露出させないよう注意が必要で
ある。
後頭蓋窩側も同様に硬膜上に薄い骨板を残すように削開を進める。上錘体静脈洞、Ｓ状静脈洞、頚静脈球、内
耳道で囲まれた範囲をskeltonizeした後、剥離子等で骨板を除去し後頭蓋窩硬膜を露出する。腫瘍が大きいとき
は中頭蓋窩硬膜も上錘体静脈洞と共に露出しておいたほうが良い。また、同様に内耳道硬膜も露出する。
ⅳ）顔面神経の確認と腫瘍の露出
ダイアモンドバーにて外側、上半規管膨大部から内耳道底にかけて軽く削開すると上前庭神経から分枝した外

側および上膨大部神経が確認できる。内耳道底の硬膜を切開した後、膨大部神経を膨大部近くで切断し後方へ牽
引すると、まずvertical crest（Bill’s bar）が見え、その奥に顔面神経が確認できる。
後頭蓋窩硬膜下半部で内リンパ嚢を確認し、上錘体静脈洞に沿った線および内リンパ嚢下縁で後頭蓋窩硬膜を
切開すると直下にくも膜が確認できる。この時、内耳道硬膜も切開する。一部くも膜を切開して脳脊髄液を流出
させて脳圧を下げると小脳が退縮するので、硬膜を小脳側に倒すと腫瘍が露出される。
内耳道内で顔面神経と腫瘍の境界を確認し、それに沿って腫瘍を顔面神経から剥離して行く。後頭蓋窩内で腫
瘍は第8脳神経に包まれた形になっていることが多いので、神経から腫瘍を剥離し、剥離面を顔面神経との境界
につなげると腫瘍が摘出される。
ⅴ）閉頭
止血を確認し、側頭筋膜とフィブリングルーで後頭蓋窩を閉鎖する。また、筋肉片を上鼓室から耳管方向に詰

めた後、グルーで密閉する。腹部脂肪組織を小指頭大に分割し、グルーで固定しつつ乳突洞に充満し、閉創す
る。ドレインを留置してはならない。
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モーニング教育セミナー９

内視鏡下耳科手術
─内視鏡が威力を発揮する耳科手術の具体例─

水足　邦雄
防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座

近年、経外耳道的内視鏡下耳科手術（transcanal endoscopic ear surgery：TEES）の有用性が広く認
識され、多くの施設で導入されている。内視鏡の広角の視野を活かし従来の顕微鏡下耳科手術では死角
となる構造も明視化で処理を行える点、および内視鏡を対象物に接近することで顕微鏡以上の拡大視で
操作が行える点がTEESの最大の利点であると言える。本セミナーでは、演者が普段行っているTEES
のなかでも、内視鏡手術の利点を生かした具体例を供覧する。
・TEESを行うのに必要な器具
内視鏡システムは、TEESを行うのであればメーカーは問わないが、絶対にHD（high definition）の

画質が必要である。副鼻腔手術で用いているシステムをそのまま流用することが多く、当院でも副鼻腔
手術と共用であるが、硬性内視鏡についてはできるだけ2.7mmの細経内視鏡を使用する方が良い。また
光源はLEDを用いることが望ましい。またTEESではワーキングスペースが限られており、内視鏡耳科
手術用に開発された剥離子が有用である。
・TEESを行うための工夫
あらゆる手術で、快適な手術操作を行うための術野を作ることが重要であるが、TEESも例外ではな

い。内視鏡を保持する左腕を固定するための手台を使用することは、手術中の疲労を大幅に軽減してく
れる。また内視鏡挿入を容易にするために外耳道を直線化する工夫を紹介する。
外リンパ瘻に対するTEES
初めてTEESを行う症例としては、外リンパ瘻が適している。解剖が正常であること、手技が限られ

ており特別な熟練が必要ないことがその理由である。本手術を通じて、安全なtympanomeatal flap挙上
や経外耳道的に観察した鼓室の解剖について十分に習得するのがよい。
慢性中耳炎における鼓膜形成
内視鏡を用いた接着法による鼓膜形成をすでに内視鏡下で行っている施設は多い。本セミナーでは一

歩進んで、内視鏡を用いても穿孔全周の観察が難しい、曲がりの強い外耳道に対するTEESを供覧す
る。手術手技そのものは、顕微鏡下手術と全く同様であるが、外耳道削開範囲が極めて少なくて済むこ
と、圧倒的に良好な視野で確実に移植片を挿入することが可能であるなど、内視鏡手術が威力を発揮す
る手術である。
アブミ骨手術
経外耳道的アプローチの特性を活かすことのできる手術の一つがstapedotomyである。顕微鏡手術に

比べ、アブミ骨のより広い部分の観察が容易にできるため、演者はすべての耳硬化症・耳小骨奇形の手
術を内視鏡下で行っている。当院ではアパセラム-Cを用いたアブミ骨手術を行っており、この術式を供
覧する。
先天性真珠腫に対する鼓室形成術手術
演者が内視鏡耳科手術が最も威力を発揮すると考えているのが先天性真珠腫である。早期症例であっ

ても、真珠腫の発生はツチ骨前方に多いため、耳後部切開による顕微鏡アプローチでは、耳小骨連鎖の
保存は極めて困難である。一方内視鏡による経外耳道手術では、極めて容易に連鎖の保存が可能であ
る。小児特有の狭い外耳道も、2.7mmの内視鏡を使用することでほとんどの症例で対応可能である。本
セミナーでは、さらに進展した先天性真珠腫の手術も供覧する。
弛緩部真珠腫に対する transmeatal atticotomyと鼓室形成術
弛緩部型真珠腫の早期で乳突洞進展の軽度な症例はTEESの良い適応であり、症例数も多い。TEES

による弛緩部型真珠腫手術では、経外耳道的に真珠腫の進展範囲に応じて上鼓室を開放し真珠腫母膜を
明視下に置きながら、上鼓室粘膜を保存しつつ剥離を進めていく。その際、キヌタ骨およびツチ骨外側
と真珠腫母膜との癒着を、内視鏡による強拡大の視野により確実に剥離を進める事も可能である。本セ
ミナーでは、できるだけ特別な器具を使用しない手術を供覧する。
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モーニング教育セミナー10

外耳道後壁保存型鼓室形成術

高橋　邦行
新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

外耳道後壁保存型鼓室形成術（乳突削開術）は、中耳真珠腫手術、顔面神経減荷術、聴神経
腫瘍など頭蓋底手術の初期段階として、側頭骨手術を行う術者にとって非常に重要な基本的手
術手技である。中耳真珠腫手術では、病変の完全除去、再発の防止、術後メンテナンスの必要
がない生理的な外耳道を作ることが目的であり、乳突腔にまで進展した真珠腫に対しての術式
は、大きく分けて外耳道後壁保存型鼓室形成術（canal wall up：CWU法）と外耳道後壁削除型
鼓室形成術（canal wall down：CWD法）に分けられる。CWU法は術後外耳道の形態が温存さ
れるため、自浄作用が得られ、セルフメンテナンスで管理できるというメリットがあるが、
CWD法に比較し、遺残性再発、再形成性再発が多いというデメリットもある。一方CWD法は
再発が少ないが、術後外耳道の形態変化から、生涯にわたっての通院、クリーニングを要す
る。一般に真珠腫の進展範囲、側頭骨の発育、含気の状態、患者背景などから術式が選択され
るが、とくに小児では、側頭骨が発達段階にあることや、術後のメンテナンスのことを考慮
し、CWU法を選択することが多い。CWU法における遺残性再発防止には、真珠腫の取り残し
がないように除去することが必要であり、再形成性再発の防止には、鼓室腔、乳突腔の含気化
を目指すことが重要であるといわれる。再発を防ぐために、真珠腫を連続性に除去する、死角
となる部分から剥離する際の工夫、正常粘膜の温存、前鼓室開放、後鼓室開放による換気ルー
トの確保などが重要とされており、そのための手術手技については、毎年の本学会教育セミナ
ーなどで多く講演されている。
今回本セミナーでは、「初めて行う耳科手術」という副題のもと講演を行うこととなり、今ま

でと多少視点を変えようと考えた。すなわちビギナーが外耳道後壁保存型鼓室形成術（乳突削
開術）を行う際に、エキスパートとは何が違うのか、どうして時間がかかるのか、効率的で確
実な手術となるためのポイントを考え、本術式における基本的な手術手技を中心に供覧した
い。それを紐解く鍵となるのは手術準備の段階から始まり、安全な部分での手術手技のルーチ
ン化、状況における適切な道具、材料の選択、小児、成人の特徴を踏まえた解剖の理解にある
と考えている。安全、確実な外耳道後壁保存型鼓室形成術（乳突削開術）ができるようになれ
ば、その他の術式にも応用することができ、側頭骨手術の技術は格段に向上するであろう。
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モーニング教育セミナー11

メニエール病の外科治療

土井　勝美
近畿大学医学部耳鼻咽喉科

1. はじめに
薬物治療に反応しない難治性メニエール病に対して、外科治療が適応となる。十分なインフォームド

コンセントの後、最終的に手術が選択される症例は、メニエール病の約20%である。外科治療には、以
下に示すいくつかの選択肢があり、年齢、重症度、聴力レベル、対側耳の状態、社会的・経済的要素も
考慮した上で、最適の治療法が選択される。
外科治療の中で、内リンパ嚢手術の再発率は、短期で10-15%と良好であるが、長期成績では30%前後

に上昇するとされ、再手術や別の外科治療の適応となる。鼓室内GM治療や中耳加圧治療は、比較的侵
襲が小さくEBMの蓄積が始まっているが、やはり20-30%の再発率が報告されている。前庭神経切断術
と迷路破壊術の再発率は10%以下と極めて低率であるが、一方で、大きな侵襲を伴い、重篤な合併症や
前庭代償不全の危険性が危惧される。
2. 内リンパ嚢手術
現在も手術的治療の選択肢の一つとして実施される。内リンパ嚢を開放してdrainageを行う手術、内
リンパ嚢と後頭蓋窩硬膜を減圧するのみの手術、内リンパ嚢を摘出する手術等、さまざまな方法が試み
られている。どの手術内容によっても治療成績に大きな差は見られず、短期成績では90%前後の症例で
めまい発作は良好に制御され、より長期でのめまい制御率は70%前後に落ち着く。内リンパ嚢手術を施
行された症例中で、追加の手術的治療（再手術を含む）を必要としたものは7-37%とされている。
3. ゲンタマイシン・ストレプトマイシン（GM・SM）治療
いわゆる外来診療（office procedure）の一つとして施行可能であり、低侵襲かつ低コスト（医療費）
が特徴である。GM鼓室内注入術では、鼓膜切開を行ってチュービングを施行して数回にわけて投与す
る方法、鼓膜経由で25G針ツベルクリンシリンジを用いて注入する方法等、さまざまな投与法がある。
内リンパ嚢手術とほぼ同等のめまい制御率が報告されている。聴力への影響（悪化）に関しては、鼓室
内投与の方法と回数、GMの使用濃度とpH調整、治療終了時点（end-point）の設定等にさまざまな改良
がなされた現在でも、20-30%の症例で難聴の進行が指摘されている。
4.　中耳加圧治療
鼓膜への換気チューブ留置後に、MeniettRを用いて+120 daPaの陽圧パルスを中耳に与える治療が、

1999年米国FDAの承認を受けた。同様の処置を行うものの加圧を行わない対照群を用いて、double-
blind、randomized 、placebo-controlled clinical trialがいくつか施行され、75-90%と良好なめまい制御
率が報告されている。一方で、鼓膜チューブ留置のみでも同等の治療効果が得られたとして、同治療に
プラセボ効果以上の治療効果はないとする報告もある。本治療の安全性と低侵襲性を考えると、将来的
により広く普及する可能性を有する治療の一つである。
5.　前庭神経切断術
末梢前庭から中枢への神経入力を遮断することを目的として、前庭神経切断術が施行される。メニエ

ール病の手術的治療の中で、最も治療効果が高く、最も侵襲の大きな治療法である。前庭神経に到達す
るアプローチ法により、経中頭蓋窩法、後迷路法、後S状静脈洞法に分類される。
後S状静脈洞法では、後頭下開頭の後、S状静脈洞の後縁にそって硬膜を切開、直下に小脳片葉が露出
するので、これを軽く内方へ圧排すると小脳橋角部が明視下に入る。第8脳神経を吻側の前庭神経と尾
側の蝸牛神経とに分け、徴小手術用尖刀にて前庭神経のみの切断を行う。経中頭蓋窩法では、側頭部開
頭の後、側頭葉を剥離・挙上して錐体骨上面を露出させ、中頭蓋底削開を進めて内耳道を同定する。内
耳道硬膜を切開すると、前方に顔面神経、Bill’s barをはさんで後方に前庭神経が局在する。上・下前庭
神経を切断し、中枢側に追加で前庭神経の切断を行う。
6.　まとめ
内科治療に抵抗性を示す難治性メニエール病に対する外科治療を中心に紹介する。難治性頭位めまい

症、上半規管裂隙症候群等、他の難治性めまい疾患に対する外科治療についても、時間の許す限り紹介
したい。
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モーニング教育セミナー12

耳科手術のための準備と周辺機器
これが聞きたかった！耳科オペ準備A to Z

高橋　優宏
国際医療福祉大学三田病院

＜はじめに＞
当院での耳科手術は、鼓室形成術より人工内耳・人工中耳手術件数のほうが多い。そのた

め、手術全体の徹底したルーティーン化が可能である。本セミナーでは当院での取り組みをふ
まえて耳科手術の準備と周辺機器について概説する。
＜術前準備＞
慢性中耳炎・中耳真珠腫症例対して、標準純音聴力検査・側頭骨拡大CTを行う。鼓膜正常な

伝音難聴症例ではインピダンスオージオメトリー（ティンパノグラム、アブミ骨筋反射）は必
須となる。穿孔症例はパッチテストにて気導聴力の改善を確認する。人工内耳、人工中耳適応
となる症例に対しては、補聴器適合検査の指針（2010）1）に基づいて補聴器装用閾値・補聴器適
合検査を行う。特に人工中耳症例については複数回の補聴器適合検査にて手術適応を判断す
る。また、人工内耳症例では成人例も難聴遺伝子検査を必須としている。
＜手術準備＞
手術は鼓膜形成術も含めて、全例全身麻酔で施行している。術側によって、顕微鏡・顔面神

経モニター・麻酔器・電気ドリルのコンソール・内視鏡モニター・手術器台の位置はすべて決
まっており、顔面神経モニターは人工内耳・人工中耳手術および中耳真珠腫では必ず装着して
いる。手術器具セットは鼓室形成用と人工内耳用の2種類が2セット組まれている。本セミナー
にて当院手術器具を供覧する。
＜手術＞
人工内耳・人工中耳手術を中心に以下の点について解説する。
①　器具の配置
②　手術手順
③　手術手技
奇形などの構造上問題のない人工内耳症例は全て、蝸牛構造温存を目的とした正円窓アプロ

ーチによる低侵襲人工内耳手術を施行している。正円窓膜の切開、柔軟性のある電極の挿入時
に使用する器具、ポイントを供覧する。人工中耳VSB症例では、FMTの正円窓留置位置確認の
ため、外径2.7mm、有効長18cmの0度の硬性内視鏡を併用している。症例を供覧する。

参考文献
1）補聴器適合検査の指針（2010）. Audiology Japan. Vol. 53: p708-726 2010
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モーニング教育セミナー12

耳科手術のための準備と周辺機器
タブレット端末を用いた中耳・側頭骨3D手術解剖と側頭骨CT・MRI教材

平賀　良彦
静岡赤十字病院耳鼻咽喉科/慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】
耳科手術の術前診断では、鼓膜診察によるその背後の構造や病態生理の予測や、正確かつ詳細な側頭

骨CT・MRIの読影が求められる。手術に臨む際は、危険部位や適切な骨削開範囲などの手術解剖を熟
知する必要があるが、側頭骨には耳小骨や顔面神経、内耳、内耳道が危険部位である脳硬膜、内頸動
脈、頸静脈球、S状静脈洞に囲まれ立体的に複雑に位置し、その解剖を理解するのは容易ではない。近
年タブレット端末を用いた教材が医学分野においても多数製作されている。慶應義塾大学では複数の臓
器、診療科で iPadや iPhone用のアプリ教材を（株）メタ・コーポレーション・ジャパンと共同開発して
おり、当科でも側頭骨の手術解剖や側頭骨CT・MRIなどに活用している。本講義ではこれらの教材を
用いて、手術解剖とCT・MRIの読影のポイントについて解説を行う。
【中耳・側頭骨3D手術解剖】
本教材では側頭骨解剖の各レイヤーにおいて、予め設定した同一の複数の角度から撮像を行い、側頭

骨解剖実習を補えるように配慮し製作した。この手法により、本教材では実際の手術のように様々な方
向からの3Dでの観察や拡大縮小が可能となっている。また、keyとなる画像には解剖部位の解説を付け
ており、各レイヤーの重ね合わせが可能なのが特徴である。本講義では皮弁挙上や鼓膜の観察から、中
耳疾患を想定した経外耳道的な鼓室形成術、人工内耳手術を想定した後鼓室開放術や顔面神経減荷術な
どの経乳突的な手術（図1）、経迷路法による聴神経腫瘍手術を想定した内耳道や硬膜の開放までを33段
階のレイヤー解剖を用いて解説を行う。
【側頭骨CT・MRI】
近年PACSの普及により、一般臨床の現場においても画像を連続スライスで送りながら読影すること

が多い。このことを意識し、Axial、Coronal、Sagittalすべての方向で、同一スライスのCTとMRIを自
由に重ね合わせられ（図2）、かつ各部位の解説のON/OFFやクイズ表記も可能な教材を製作した。本講
義では耳小骨の各部位、顔面神経や鼓索神経、匙状突起、上鼓室前骨板（cog）、内耳の各部位、前庭水
管や蝸牛水管、内耳道内神経などの側頭骨画像の読影について、この教材を用いて解説を行う。
本解剖教材の開発に際しては、慶應義塾大学倫理委員会の承認の下（承認番号20070026）で、慶應義

塾大学医学部クリニカルアナトミーラボにおいて「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイド
ライン」に沿って固定遺体を用いている。申告すべき利益相反はない。
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第 23回日本耳科学会奨励賞受賞者講演

11月 24日（金）（14：10〜14：40）

第１会場

臨床部門
「先天性真珠腫におけるキヌタ骨・アブミ骨病変」



受賞講演

先天性真珠腫におけるキヌタ骨・アブミ骨病変

竹内　成夫 1,2、奥野　妙子 1、吉田　亜由 1,3、畑　　裕子 1

1三井記念病院　耳鼻咽喉科、2NTT東日本関東病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3甲南病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
難聴を主訴に受診した先天性真珠腫の場合、Potsic分類におけるstage III（耳小骨を巻き込ん

だ鼓室内病変）の割合が高く、アブミ骨が融解している事が多いため鼓室形成術（以下TP）IV
型に伝音再建されることが多い。また、中耳真珠腫進展度分類2015改訂案（日本耳科学会用語
委員会 2015）における「アブミ骨病変の程度」評価では鼓膜側からアブミ骨が破壊されていく
程度を評価しているが、先天性真珠腫の場合必ずしも鼓膜側からアブミ骨が破壊されるとは限
らず、適切な病変評価に繋がらない可能性が推測される。以上の推測を背景に、三井記念病院
にて初回手術を行った先天性真珠腫症例の術中映像・手術所見からキヌタ骨・アブミ骨病変の
部位と再建方法について検討を行った。
【対象と方法】
三井記念病院にて2006年8月から2015年9月までに手術された先天性真珠腫初回症例のうち術
中映像・手術所見を確認できた36例を対象とし、真珠腫の存在部位を実際の手術所見と利用で
きたCT画像を参照して確認し、Potsic分類に基づいて分類した。更に術中映像・手術所見を参
照し、真珠腫により変化したstage III、IVの27例のキヌタ骨・アブミ骨病変の状態を検討・分
類した。
【結果】
真珠腫が耳小骨に及ぶStage III, IVはそれぞれ24例と3例であり、存在部位は14例でツチ骨裏
面から前後方向、11例で後方のみに存在しており、2例は他部位発生と推測された。

Stage III 24例は多様な病変像を呈しており、2例のみアブミ骨底・前脚が融解するもキヌタ骨
長脚が残存し、I型に再建された（下記 type A）。他例は全てキヌタ骨長脚が融解しており、ア
ブミ骨正常例は2例（type B）、アブミ骨片脚の融解例は4例あり（type C）、これらは III型もし
くは IV型に再建された。更にアブミ骨両脚融解例が5例（type D）、底のみ残存例が11例あり
（type E）、IV型に再建された。
【まとめ】
先天性真珠腫症例のキヌタ骨・アブミ骨病変を評価し、病変の形態（open型など）・発生位

置・大きさによって中耳真珠腫進展度分類2015では表現しきれない多様な病変像を呈すること
が確認された。
論文内では豆状突起の残存についても考察を行っている。この論文を書くに至ったエピソー

ドも紹介しつつ、内容について供覧したい。
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ラ　ン　チ　ョ　ン　セ　ミ　ナ　ー
11月 23日（木・祝）（11：50〜12：50）

第１会場　共催：リオン株式会社
LS1　補聴器による聴覚リハビリテーションにおける耳鼻咽喉科医の役割

第２会場　共催：株式会社モリタ製作所
LS2　耳科手術における移動式コーンビーム CTの活用

第３会場　共催：株式会社日本コクレア
LS3　Expanding criteria for cochlear implant surgery: 

experience at SCIC, Australia’s largest cochlear implant program

第４会場　共催：ワイデックス株式会社
LS4　聴覚脳機能イメージング　─up to date─

11月 24日（金）（11：50〜12：50）
第１会場　共催：マキチエ株式会社

LS5　補聴器と認知症

第２会場　共催：日本メドトロニック株式会社
耳科手術─安全に行うための知識と工夫

LS6-1 解剖と画像診断、基本手技
LS6-2 困った症例への準備と対策

第３会場　共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
LS7　内視鏡下耳科手術の現況と新たな展望

第４会場　共催：田辺三菱製薬株式会社
LS8　アレルギー性鼻炎が耳科領域に与えるインパクト



ランチョンセミナー１

補聴器による聴覚リハビリテーションにおける耳鼻咽喉科医の役割

新田　清一
済生会宇都宮病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
補聴器による聴覚リハビリテーション（以下、補聴器リハ）とは、難聴により生じている生活の不自

由を、補聴器を用いて改善させる医療的介入である。本邦では補聴器業者が中心となって行われている
ことが少なくないが、患者にとって決して楽では無い補聴器リハを成功させるためには、耳鼻咽喉科医
の介入は欠かせない。本セミナーでは当科で行っている補聴器リハを紹介し、補聴器リハ成功のために
必要不可欠となる耳鼻咽喉科医の役割を中心に述べることとする。
【補聴器リハの目的と目標】
補聴器リハの目的は「難聴によって生活に不自由している患者の聞き取りを、補聴器を用いることで

改善させること」であり、この目的を達成させるために医療者が補聴器リハによってできることは、
「患者の持っている（残存する）聞こえの力を最大限に引き出すこと」である。これを具体的な目標に
置き換えると、１）語音明瞭度曲線において非装用時の最良の語音明瞭度を、装用時において会話音圧
帯（60dBHL程度）で達成させること、２）音場での補聴器装用閾値の測定において、ファンクショナ
ルゲインが聴力レベルの半分（ハーフゲイン）程度となること、と考えている。
【耳鼻咽喉科医の説明・教育的指導　〜患者のモチベーション維持のために】
補聴器リハの目標を達成させることは容易ではない。それは患者が補聴器装用を開始してしばらくは

雑音や騒音を不快に感じやすく、装用継続や補聴器の音を上げることに抵抗を示すことが多いためであ
る。ただ補聴器装用を長時間継続していけば不快感には徐々に慣れるので、目標の音量まで上げていく
ことが可能となる。よって、補聴器装用開始時に最も重要なことは、患者に補聴器を常用（起床時〜就
寝前まで装用）してもらうことである。常用を継続するためには患者のモチベーションの維持が必要と
なり、そのため耳鼻咽喉科医の説明・教育的指導が欠かせない。そのポイントを以下に示す。
・音は脳で聞いている。難聴になると音が脳に届きにくくなるため、難聴の脳に変化してしまう。
・難聴の脳は雑音や騒音を不快に感じやすいため、少しずつ音を大きくして脳に音を慣らしていく。
・うるさく不快に感じる音も常に聞いていると脳が変化して、徐々に不快感が減少していく。
・装用時間が短いと脳は変わっていかない。最も効果を上げるためには、補聴器の常用が望ましい。
当科では説明にイラストや小冊子を用いるなど、患者が理解しやすくなるように工夫をしている。

【当科の補聴器リハの方法と耳鼻咽喉科医による調整の確認】
当科の補聴器リハの特徴は、調整は3ヶ月かけて頻回（できれば最初の1ヶ月は週1回）に行うこと、
初回調整を目標（ハーフゲイン程度）の70％の利得で開始すること、2回目以降の調整では1〜3dBSPL
以内で利得や出力を上げて基本的には下げないこと、装用指導は初日から常用（起床から就寝まで装
用）とすること、である。耳鼻咽喉科医は、調整が適切に行われていることを特性図と補聴器適合検査
にて確認する。特性図はポイントのみに絞れば、耳鼻咽喉科医がチェックすることは難しくない。また
補聴器適合検査は、音場での補聴器装用閾値（ファンクショナルゲイン）を月1回程度の頻度で施行
し、開始3ヶ月後に補聴器装用時の語音明瞭度曲線を行い、補聴器が適合しているか確認する。
【チーム作り】
補聴器の調整には専門的知識と技術が必要であり、耳鼻咽喉科医自身が行うことは現実的ではない。

当科では言語聴覚士が補聴器の調整を担当し、補聴器の管理・点検などは補聴器業者が担当している。
耳鼻咽喉科医は補聴器リハのチームリーダーとして全体を管理して、患者の説明・教育的指導と調整の
確認を中心に行う。このように補聴器リハはチームで行うことが効率的かつ効果的であり、このチーム
を作ることができるのは耳鼻咽喉科医に限られる。特に言語聴覚士は聴覚の専門家であり、補聴器リハ
には欠かせないパートナーと考えている。耳鼻咽喉科医が積極的に働きかけて言語聴覚士が補聴器リハ
に参加できる体制を整備し、チームを作って協同で質の向上を目指していく、このような活動が全国に
広がることを期待している。
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ランチョンセミナー２

耳科手術における移動式コーンビームCTの活用

山本　典生
京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

従来のCT（ファンビームCT）が線源から扇状に放射されたX線が対象物を透過したのち一次
元検出器で検出して画像を構成するのとは異なり、コーンビームCT（CBCT）は線源から円錐
状にX線を放射し二次元X線検出器（Flat panel detector、FPD）で対象物透過後のシグナルを
検出する。従来のCTでは、立体から情報を得るためには、線源と検出器が回転するだけでな
く、対象物自体もZ軸方向に動かす必要があるが、CBCTの場合、対象物は動く必要がない。こ
のため、特に頭頸部用のCBCTは坐位で撮影を行うようになっている。CBCTにおいて円錐状の
X線が照射される範囲を広げようとすると、アーチファクトの処理やデータ量の関係で問題を生
じるために撮影の範囲が狭くなるが、逆に、撮影範囲を絞ったCT装置として小型化されて応用
されている。また、従来のCTと比較して被ばく量の低減が実現されているとともに空間分解能
が高く、その仕組みからボクセルの等方性が保たれてきれいな二次元あるいは三次元再構成画
像が得られる。耳科領域は、腹部などと比べて画像評価の対象となる範囲が狭く、症例によっ
ては三次元情報の把握が困難な部位であるのでCBCTのよい適応である。また、CBCTはX線の
散乱によるノイズのため、コントラスト分解能が低く、その影響は特に低コントラストである
軟部組織に出やすい。しかし、耳科領域ではCTを用いる場合、骨の状態を評価することが多
く、この点が問題になりにくい。また、コントラスト分解能が低いために金属アーチファクト
が出にくいという特徴も持っている。
これらのCBCTの特徴から、耳科手術中に埋め込んだ人工聴覚器の状態の確認、奇形症例での

解剖の確認などが術中に可能になれば、より安全で確実な耳科手術が実現できる。しかしなが
ら、近年用いられる頭頸部用のCBCT撮影装置は坐位で撮影されるように設計されている。この
ため、ベッド上の患者を撮影すること、すなわち、術中に用いることは不可能である。頭頸部
用CBCT装置を手術中に用いるには、撮影に伴う線源とFPDを含むヘッドの回転の軸を地面に
対して垂直方向から水平に変更することが必要であるが、従来のヘッドを用いた場合、水平軸
周囲のヘッドの回転はヘッドの自重によって回転の軸がぶれ、高品質の画像を得ることが困難
である。近年ハイブリッド手術室に設置されることの多いCBCT機能付属の血管撮影装置は十分
な強度をもったヘッドを用いて撮影を行うことが可能であるが、撮影可能な手術室が限定さ
れ、また、撮像範囲が広いためCBCTの特徴である低被ばく量の点で不利である。このため、軽
量で十分な強度を持ったヘッドの開発が行われ、移動可能でベッド上で撮影可能な移動式CBCT
撮影装置が製品化された。
本セミナーでは我々の耳科手術症例における移動式CBCTの使用経験を提示する。人工内耳症
例では、蝸牛への挿入はもちろんのこと、画像の再構成を行うことにより電極の挿入回転角度
や蝸牛内での各電極の位置の確認も可能である。特に内耳奇形症例のような電極の蝸牛以外の
部位への挿入の可能性がある場合は、移動式CBCTは有用である。また、金属アーチファクトが
少ないため、電極の観察が容易である。さらに、ボリュームレンダリングを行うことによって
インプラント本体の位置の確認に有用である症例も経験した。アブミ骨手術に使用する際は、
ピストンの前庭への挿入深度の確認に用いている。当科では全身麻酔でアブミ骨手術を行って
おり、患者へのピストン挿入による前庭症状の確認ができないためCBCTによるピストンの挿入
深度の確認は有用である。伝音再建を行う際には、外耳道パッキング後のコルメラの状態の確
認にも使用可能である。
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ランチョンセミナー３

Expanding criteria for cochlear implant surgery: 
experience at SCIC, Australia’s largest cochlear implant program

Catherine Birman
Paediatrics & Child Health, Children’s Hospital at Westmead Clinical School, University of 

Sydney Medical Director, SCIC Cochlear Implant Program, an RIDBC service

The indications for a cochlear implant are when hearing aids are not enough.  As technology has de-
veloped the indications have changed to reflect the greater outcomes achieved by cochlear implants.
Newer generations of devices, speech processors and improvements in surgical techniques have all
lead to improved cochlear implant outcomes.  These improvements have lead to a change in selection
criteria.

Historically the indication for a cochlear implant was profound hearing loss (90dBHL), however by
providing a cochlear implant for patients with severe hearing loss (70dBHL- 90dBHL) we will often pro-
vide better outcomes for patients than with their hearing aid.  Pure tone audiogram is just one piece
in the puzzle, and selection criteria also includes examination, speech perception in quiet and back-
ground noise, and quality of life studies.  Twenty years ago the aided audiogram with a CI was 45dBHL,
now it is 20-30dBHL.  Given present day excellent result through the cochlear implant, the indications
have expanded, as more patients will benefit with a cochlear implant over a hearing aid.

At SCIC, our program commenced in 1984 by Professor Bill Gibson, and our centre has performed
over 5000 cochlear implants for over 4000 patients.  For myself, I have performed over 1200 cochlear
implants, to day, and have seen huge changes with expansion of criteria for cochlear implants.  These
areas include low frequency residual hearing, pure tone audiogram average of severe hearing loss,
speech perception of 50% for words, single sided deafness, bilateral cochlear implants, younger age at
implant surgery with the majority well under 12 months, increased cochlear implant surgery in the
elderly with greater hearing, connectedness, and independence, and increased cochlear implants in the
adults who are working who often present very late for a cochlear implant.  Assessment involves his-
tory, hearing tests, speech perception, and quality of life studies, along with assessments of MRI imaging,
possible CT scans, possible balance testing, and rarer additional studies such as electrocochleography,
ABR, and transtympanic electrical ABR, and for adults promontory stimulation.  Results from expanding
criteria for cochlear implant surgery will be presented.

In parallel with advances in electrode design, with slim, gentle electrodes, and more accurate stimu-
lation of the spiral ganglion; we also have advances in speech processor designs, giving greater hearing
in background noise, either through the speech processor or with the aid of accessories or linking to
the Iphone.  Also we have had developments in soft surgical techniques allowing minimal intra-cochlear
trauma, better hearing and structural preservation and minimizing dizziness post-operatively.  

At SCIC, over 30 years, we have seen all children who need a cochlear implant, now obtain one.  Our
SCIC demographic data shows rapid growth in numbers for the elderly patients 70+ years, as patients
choose to maintain or regain their quality of life through the cochlear implant.  Frank Lin’s studies
(2011 and 2013) show the burden of hearing loss in the elderly and that hearing loss is an independent
risk factor for dementia.  Our hope is to maintain hearing and connectedness though the cochlear im-
plant and potentially we may slow the rate of dementia. 

Provision of cochlear implant services have evolved.  We have a hub and spoke model, with cochlear
implant “branches” and outreach clinics to different regions, making access easier.  In addition to routine
face-to-face services, we also provide Internet video enabled audiology and habilitation services.  Also
children and adults can engage in computer based habilitation learning and use of Apps, that are games
designed to improve listening and speaking skills.

Our challenges going forward are to improve hearing through cochlear implants for so many adults
and elderly who would benefit from a cochlear implant but are yet to receive a cochlear implant. 
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ランチョンセミナー４

聴覚脳機能イメージング
─up to date─

南　修司郎
東京医療センター　耳鼻咽喉科

コルビニアン・ブロードマンは大脳皮質の層構造の差異に注目し、大脳を52の領野に区分す
るブロードマン脳地図を1909年に発表した。形態の差異が機能の差異に結びついたため、ブロ
ードマンの脳地図は、その後の脳科学者の大きな道しるべとなった。さらに脳科学者たちは、
生きているヒトの脳の中身を見たいという欲求を持つようになる。脳機能イメージングとは、
生きている脳内の各部の生理学的な活性を様々な方法で測定し画像化することであり、医用画
像装置の進歩と共に発展してきた。図にPubMed検索にて “auditory”と “electroencephalogra-
phy”（EEG: 脳波）, “event-related potentials”（ERP: 事象関連電位）, “magnetoencephalography”
（MEG）, “positron emission tomography”（PET）, “single-photon emission computed tomography”
（SPECT）, “functional magnetic resonance imaging”（fMRI）のそれぞれとの検索結果数を年表
で表したものである。聴覚脳機能イメージングで20世紀後半にまず登場したのは、脳波であ
る。80年代に事象関連電位が、90年代初めにMEG, PET, SPECT、90年代後半に fMRIが登場す
る。セントルイス・ワシントン大学医科大学院のDavid Van Essen氏らのチームは何百もの人間
の脳MRIデータをもとに、脳を180の部位に分けた新しい脳地図を作り注目されている。
講演では、次の３つの疑問に、脳機能イメージングに馴染みがない方にも分かりやすく回答

したいと考えている。
１）脳機能イメージングは、聴覚パラメータ（ピッチ、ラウドネス、定位など）を、画像化で
きるのか？
２）脳機能イメージングは、聴覚関連の高次脳機能を、どこまで画像化できるのか？
３）脳機能イメージングは、実際の聴覚臨床に役立つのか？
特に臨床応用では、我々の行なっている耳鳴に対する安静時 fMRIついてフォーカスする。ま

た耳鳴の標準治療となっている音響療法の一つである「ZEN」のエビデンスについてもご紹介
したい。
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ランチョンセミナー５

補聴器と認知症

内田　育恵
愛知医科大学　耳鼻咽喉科　国立長寿医療研究センター　耳鼻咽喉科

【難聴と認知症の関係】
2017年7月20日アルツハイマー病協会国際会議（Alzheimer’s Association International Conference）（AAIC

2017）で『認知症予防、介入、ケアに関するLancet国際委員会』の報告が行われ、難聴は、認知症に関する9つ
の修正可能なリスク要因のひとつに挙げられた 1）。報告では「人口寄与割合Population Attributable Fraction:
PAF」が計算されており、これは集団において、リスク要因への曝露がもし無ければ、何％の認知症を減らす
ことができるかを表わす数値である。難聴は9%で、他の修正可能なリスク要因、低教育（8%）、高血圧（2%）、
肥満（1%）、喫煙（5%）、うつ（4%）、運動不足（3%）、社会的孤立（2%）、糖尿病（1%）の中で、非常に重要
な要因であることがわかる。
【補聴器の認知機能または認知症への効果】
多くの研究で得られたエビデンスから、高齢者の難聴と認知機能の間に関連があるのは間違いないといえる。
しかし、難聴への介入が、確かに認知機能に有益に寄与するかを実証するのは容易ではない。
フランスのPAQUIDコホート調査では、65歳以上の住民集団3,670名（自覚難聴なし群2,394名、あり群1,276

名）を対象に、認知機能についてMini-Mental State Examination（MMSE）により、最長25年間追跡してい
る 2）。難聴があっても補聴器使用群では、難聴のない群と有意な差を認めなかったが、補聴器を使用しない群で
は有意にMMSEが低下していたことから、補聴器使用は難聴の認知機能低下の加速を抑える可能性があるとし
ている。一方、米国のEpidemiology of Hearing Loss Study（EHLS）部分集団の調査では、難聴はあるが補聴
器を所持していない666名を抽出し、ベースライン、5年後、11年後時点での補聴器使用群と非使用群を対象とし
て、認知機能検査5種、聴覚ハンディキャップ、健康関連Quality of Life（QOL）尺度を解析した 3）。両群間に差
を認めたのは身体的健康スコアのみで、11年の追跡中の認知症発症は補聴器群11.1%、非補聴器群15.5%で有意差
がなかったことを報告している。
【認知症患者への補聴器導入】
我々は、国立長寿医療研究センターにおいて、もの忘れセンター受診高齢難聴者のうち、補聴器所有のない者
への補聴器６ヶ月貸出研究を行っており、2014年9月より2017年8月までに49例のエントリーがあった。
本発表では、貸出前後でのMMSEスコア、認知症周辺症状などに変化がみられるかどうか中間解析の結果を

報告するとともに、高齢認知症患者に対する補聴器導入の課題や対策（落下防止、電池、データログ機能など）
についても考察する。

【謝辞】
研究の実施、データ解析にあたり、国

立長寿医療研究センター耳鼻咽喉科の皆
様に心より感謝申し上げます。本研究の
一部において、JSPS科研費（課題番号
26502016）の助成を受けたことを付記
し、ここに謝意を表します。

【参考文献】
1）Livingston G, et al: Dementia preven-

tion, intervention, and care. Lancet.
2017 Jul 19.

2）Amieva H, et al: Self-reported hearing
loss, hearing aids, and cognitive de-
cline in elderly adults: a 25-year study.
J Am Geriatr Soc. 2015.

3）Dawes P, et al: Hearing-aid use and
long-term health outcomes: Hearing
handicap, mental health, social engage-
ment, cognitive function, physical
health, and mortality. Int J Audiol.
2015.
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ランチョンセミナー６

耳科手術─安全に行うための知識と工夫
①解剖と画像診断、基本手技

萩森　伸一
大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】耳科手術の目的には難聴やめまいの改善、耳漏の停止、顔面神経麻痺の改善など
様々であるが、その基本は機能手術である。すなわち患者のQOL改善が最終目標である。術者
は常に学習・工夫を重ねながら手術に臨むが、時に手術に起因する合併症がおこる。側頭骨は
顔面神経や内耳神経、内耳、頸動脈、頸静脈そして硬膜と接する或いは含むので、それらの傷
害は顔面神経麻痺や感音難聴、めまい、大出血、髄液漏などを来たす。一度生じると治癒し難
いものもあり、患者のみならず術者にも苦い経験となる。
安全に手術を行うには、まず手術解剖を熟知する必要がある。これにはご遺体を用いた解剖

実習（cadaver dissection）や側頭骨組織切片の観察が有用であるが、実臨床では解剖学的位置
関係や病変の広がりは症例毎に千差万別である。術前に視診や画像を検討し個々のvariationを
評価することで起こりそうな合併症が予測可能である。あとは術中に生じた組織傷害にいかに
早く気づき適切な対処ができるかであり、論理的思考と経験を要する。
本ランチョンセミナーの前半では耳科手術で起こりやすい合併症を予防するための解剖、そ

して対処についてビデオをまじえて解説する。
【手術に必要な側頭骨解剖の知識】通常、外耳道からは鼓膜とツチ骨が確認されるのみだが、骨
性鼓膜輪の後上方深部にはキヌタ・アブミ関節があり、その頭側には顔面神経鼓室部がある。
鼓索神経は骨性鼓膜輪のすぐ内側を走行する。乳突削開では頭側は中頭蓋底、尾側はS状静脈
洞、前方は外耳道後壁、すなわちTrautmann三角を意識する。乳突削開を開始して最初のラン
ドマークは乳突洞であり、その深部には外側半規管隆起（surgical dome）が確認される。surgi-
cal domeを見つけると、そこから顔面神経乳突部やキヌタ骨窩ならびにキヌタ骨短脚の位置を
推定することができる。顔面神経鼓室部はsurgical domeより尾側かつ内側にある。側頭骨鱗部
最深部を削りキヌタ骨窩を開放するとツチ・キヌタ関節が確認される。そして顔面神経鼓室部
を確認する。顔面神経鼓室部は腹側では匙状突起より頭側を走行する。鼓索神経はツチ骨柄と
キヌタ骨長脚との間を走り、匙状突起から出る鼓膜張筋腱の頭側を通り前方へ走行する。乳突
洞からみると鼓膜張筋腱の奥に耳管鼓室口がある。
【術前の画像評価】側頭骨CTにて顔面神経、中・後頭蓋窩、S状静脈洞、内耳、耳小骨などをみ
る。顔面神経は走行異常や骨欠損に注目する。神経の走行は連続切片CT画像がその評価に極め
て有用である。中頭蓋底は高さと骨欠損に注意する。中頭蓋底が低いいわゆる危険側頭骨は一
般に外側が最も低位で内側に行くほど高くなる。極度に低い例では顕微鏡での天蓋全体の直視
が困難なことがある。また前方が低い例では外耳道後壁保存が難しい場合もある。S状静脈洞は
外側走行や高位頸静脈球の有無に注意する。内耳は瘻孔の有無と程度、耳小骨は破壊による変
形や連鎖の消失に注目する。
【術中の対応】顔面神経は鼓室部とsurgical domeから乳突部の走行を推定して周囲の削開を行
う。ドリル操作は神経の走行に沿うようにし、出血が増えれば神経は近い。また薄い骨壁を通
してピンク色に顔面神経が透見できる（pink line）。NIM Responseなどの神経刺激器では電流
量と反応の強さで神経までの距離を推定することができる。術中顔面神経を露出させても大き
な損傷が無い限り修復は不要である。半規管瘻孔は成書には最後に処理を行うとする記載もみ
られるが、誤吸引を防ぐため筆者は早い段階で処理をしている。半規管瘻孔では真珠腫母膜を
クプラに向かうように剥離する。内骨膜に破綻がみられ外リンパの漏れが確認されれば直ちに
筋膜片でカバー、さらに骨片や骨パテで被覆・補修する。膜迷路が破壊され骨迷路がemptyの
場合、直ちに瘻孔の両端に筋膜小片を詰め込み、その後骨片や骨パテで補修を行う。髄液漏は
透明な液体の流れとして確認できる。硬膜に生じた小さな瘻孔には筋膜小片を詰め込みフィブ
リ糊で接着すればよい。やや大きな瘻孔の場合には骨欠損全体を頭蓋底側から覆うように、瘻
孔のある硬膜を押し上げながら筋膜片を挿入して広げ、フィブリン糊で接着する。
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ランチョンセミナー６

耳科手術─安全に行うための知識と工夫
②困った症例への準備と対策

平海　晴一
岩手医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】耳科手術を安全に遂行するためには正しい手術解剖の理解と術前のプランニング、
および適切な術中対応が必要となる。これらには、手術を見学し、成書や論文を読み、ご遺体
を用いた解剖実習や側頭骨組織切片の観察を自ら行うなどして学んでいく。しかしながら、こ
のように得た知識をどのように実際の手術に活用するかは、実際にトラブルに遭遇してみない
となかなか理解できない。
本ランチョンセミナーの後半では術前や術中の判断に難渋した症例についてビデオをまじえ

て解説する。
【出血に関するトラブル】耳科手術は顕微鏡や内視鏡を用いた拡大視野で行うため、出血を制御
して乾燥した術野を作ることは極めて重要である。骨からの出血はダイヤモンドバーで血管の
走行する骨管を閉鎖するのが基本である。術野を洗浄する水のチャンネルがハンドピースの外
についているタイプでは、術者がこのチャンネルを指で圧迫することで水のオン・オフを調節
でき、介助の手がたりない場合に有用である。その他エピネフリンを含浸させた綿花や骨ろ
う、バイポーラーを用いても、小さな血管からの出血は止血できる。頸静脈球やS状静脈洞から
の出血は、これらの方法は基本的には行わない。サージセルなどを用いて適切に圧迫すれば止
血することができる。出血部位が深い場合や、付近に病変が残っている場合には、慌てずに出
血部位をしっかり確認することが重要である。
【顔面神経に関するトラブル】顔面神経は中耳手術で遭遇する構造のなかでは比較的大きく目立
つ構造である。機能的にも強く、多少の損傷では術後の障害もおこらない。顔面神経を露出も
しくはスケルトナイズして手術のランドマークにすることを積極的に推奨する施設もある。そ
のため、ある程度中耳手術に習熟すると顔面神経を損傷するリスクを過剰に低く見積もってし
まうことがある。しかしながら、時に術中にイメージしている顔面神経の走行と実際の走行と
の間にずれが生じることがある。特に、中耳手術における術野の両端にあたる膝神経節と茎乳
突孔付近では、意外に正しく解剖を理解できていないことがある。また、外耳道閉鎖をはじめ
とする奇形例で走行異常がある場合も難渋する。このような場合、顔面神経刺激装置は顔面神
経の走行を発見するのに極めて有用である。
【硬膜に関するトラブル】硬膜は文字通りしっかりした硬い構造であり、真珠腫手術の際には天
蓋が欠損し術野に露出していることも多い。そのため、中耳手術を行う際にはある程度硬膜の
操作に習熟している必要がある。天蓋の低い症例で硬膜をスケルトナイズすることは一般的な
手技であるし、一部露出させると圧排することが可能となり術野の改善に有用である。そのた
め真珠腫手術の術者の多くは硬膜を触ること自体には危険を感じていない。硬膜が損傷して髄
液が漏出した場合は閉鎖術が必要となるが、多くの場合中耳腔側からの処理で可能である。し
かしながら、常に容易かつ安全に操作できるとは限らない。硬膜の操作に難渋した症例を供覧
する。
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ランチョンセミナー７

内視鏡下耳科手術の現況と新たな展望

欠畑　誠治
山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

はじめに
20世紀の医療における最大のパラダイムシフトの一つは、微細な構造を可視化できる手術用

双眼顕微鏡の登場によって引き起こされた。精度や安全性に限界のある裸眼で行われていた手
術は、顕微鏡により病変を拡大視することで安全・確実に病変を取り除けるものとなった。そ
の恩恵を最初に受けた耳科手術では、聴力のみならず中耳に関わる機能を温存し改善する機能
的な手術が可能となった。顕微鏡により耳科領域は大きくその分野を拡げ、今日行われている
鼓室形成術や鼓膜形成術、アブミ骨手術、人工内耳埋め込み術、lateral skull base surgeryなど
多くの耳科手術が開発された。
第２のパラダイムシフトを引き起こしたのが、広角な視野を持ち、視点の移動が容易であ

り、対象への接近・拡大が可能な光学機器である内視鏡とビデオカメラシステムとの統合であ
る。内視鏡ビデオカメラシステムの登場以降、外切開による多くの外科手術は内視鏡による低
侵襲なkeyhole surgeryによっておきかえられてきた。これまでの顕微鏡手術には死角の存在や
深部に行くに従い術野が狭くなるという問題があったが、内視鏡によってその問題は解決され
た。
現在の私たちはビデオカメラシステムの高精細化、多機能化により、人間の「眼」を超える

「目」を手に入れた。ヒトの網膜の解像度を超える解像度の画像で、コントラストや明るさのみ
ならずカラースペクトラムの調整などの画像強調により、人間の眼を越えた映像を見ながら手
術ができるようになった。
ビデオカメラとの統合で達成されたもう一つの大きな変化は、術者が内視鏡をのぞき込むと

いうくびきから解放されたことである。術者は常に楽な姿勢で助手や機械出しの看護師、見学
者などと画像を共有しながら手術を行うことが可能となった。
また、3D内視鏡の発展によりそれまでの内視鏡の問題点の一つであった2Dという問題点は解

決されてきた。ただし、3D機能は4mm以上の径を持つ内視鏡に限定されることと、ベストフォ
ーカスの距離の問題から内視鏡下耳科手術（EES）では適応がなかった。
しかし、興味深いことに3D内視鏡の発展は顕微鏡に変わりうる3D体外視鏡（VITOM 3D）を

生み出した。4Kの解像度を持つ3D体外視鏡により、術者や助手は顕微鏡をのぞき込むという制
限から解放され人間工学的に優れた “Head-up surgery”が可能となった。術者は自身の体位を考
えることなく3D体外視鏡を見たい方向に置き、常に楽な姿勢での手術ができる。さらに一つの
システムで内視鏡と統合されたためMicroscopically Assisted Endoscopic Surgeryがシームレス
に可能となった。
本セミナーでは、内視鏡下耳科手術の現況と今後の展望を概説する。
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ランチョンセミナー８

アレルギー性鼻炎が耳科領域に与えるインパクト

神﨑　　晶
慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科

スギ花粉を主体とするアレルギー性鼻炎の症状に対する抗ヒスタミン薬の効果については野
外試験を中心に実証されてきた。最近では花粉曝露室を用いることで、気温・気圧の影響を受
けず、常に均一の条件下でスギ花粉に対する客観的評価を実施することが可能となってい
る 1）。例えば、スギ花粉曝露直前に抗ヒスタミン薬を内服しても、アレルギー性鼻炎のくしゃ
み・鼻漏・鼻閉の３症状に対して十分効果を示すことができるほど即効性があることが示され
ている 2）。
成人のアレルギー性鼻炎における症状のうち、耳症状と睡眠はquality of life（QOL）に最も

関与していると報告されている 3）。
2015年に発行されたアメリカのアレルギー性鼻炎臨床ガイドラインでは、アレルギー性鼻炎

患者に対して中耳炎などの合併症を評価することを推奨している 4）。５つの研究のメタアナライ
シスでは、小児の滲出性中耳炎とアレルギー性鼻炎との関連は有意差があることが示されてい
る 5）。国内の滲出性中耳炎ガイドラインのクリニカルクエスチョン3によると、アレルギー性鼻
炎があれば滲出性中耳炎に対して抗ヒスタミン薬などの投与は選択肢として検討すべきであ
る、と記載されている 6）。アレルギー性鼻炎に対する治療は耳管に作用して滲出性中耳炎の改善
を早めることが報告されている 7）。
鼻疾患、耳管と中耳疾患の関連は古くて新しい話題であるが、本セミナーでは中耳疾患を主

体とした耳科領域とアレルギー性鼻炎の関連、内耳とヒスタミンの関連について最近の知見を
交えて解説する。

文献
1）Hashiguchi K, et al. Validation study of the OHIO Chamber in patients with Japanese cedar

pollinosis. Int Arch Allergy Immunol. 2009; 149（2）: 141-9.
2）Kanzaki S, et al. Histamine antagonist Bepotastine suppresses nasal symptoms caused by

Japanese cedar and cypress pollen exposure. J Drug Assess. 2016; 5（1）: 15-23.
3）Hoehle LP, et al. Association between symptoms of allergic rhinitis with decreased general

health-related quality of life. Am J Rhinol Allergy. 2017; 31（4）: 235-239. 
4）Seidman MD, et al. Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis Otolaryngol Head and Neck

Surg 2015, 152（1S）S1–S43.
5）Cheng X, et al. Allergic rhinitis and allergy are risk factors for otitis media with effusion: A

meta-analysis. Allergol Immunopathol（Madr）. 2017; 45（1）: 25-32.
6）日本耳科学会、日本小児耳鼻咽喉科学会編　小児滲出性中耳炎ガイドライン　2015年版　金
原出版.

7）Lack G, et al. The link between otitis media with effusion and allergy: a potential role for in-
tranasal corticosteroids. Pediatr Allergy Immunol. 2011; 22（3）: 258-266.
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イ ブ ニ ン グ セ ミ ナ ー

11月 23日（木・祝）（17：00〜17：50）

第２会場　共催：株式会社ツムラ
ES1　耳管開放症の診断と保存的治療

〜期待される漢方薬治療の可能性〜

第３会場　共催：メドエルジャパン株式会社
人工内耳の近未来

ES2　①低侵襲の人工内耳手術とその先にあるもの

②通常人工内耳と EASのシームレス化に向けて〜FLEX28電極を用いた

EAS〜

両側同時人工内耳のメリットと注意すべきポイント

人工内耳装用者に対するMRIの経験

③両側 EASを使用して



イブニングセミナー１

耳管開放症の診断と保存的治療
〜期待される漢方薬治療の可能性〜

大田　重人
兵庫医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳管開放症は自声強聴や呼吸音聴取、耳閉感といった不快な耳症状が患者を悩ませる疾患で
ある。近年では、耳管開放症と中耳疾患（滲出性中耳炎、真珠腫性中耳炎、好酸球性中耳炎）
やめまい疾患（起立性調節障害、メニエール病）との関連性の報告もあり注目されてきてい
る。また最近は、テレビやインターネットを通じて耳管開放症が一般にも認識されるようにな
り、患者自ら耳管開放症を疑って耳鼻咽喉科を受診することも少なくない。しかし、その診断
と治療には苦慮することも多い。現在、耳管開放症の診断には日本耳科学会耳管委員会より
「耳管開放症診断基準案2016」が提案されている。とてもシンプルな診断基準で、耳管機能検査
装置を持たない一般耳鼻咽喉科医でも体位による症状の改善あるいは耳管閉鎖処置による症状
の改善と併せて、鼓膜の呼吸性動揺を確認することにより診断が可能である。さらに、耳管機
能検査装置による耳管開放症の所見（TTAG法：鼻咽腔圧に同期した外耳道圧変動、音響法：
提示音圧100dB未満または開放プラトー型）を確認することにより確実例の診断率があがる。当
科では、「耳管開放症診断基準案2016」に加えて音響法を用いた体位変換耳管機能検査を行って
いる。耳管開放症では、仰臥位や前屈位をとると耳管粘膜の浮腫や耳管周囲組織（特に翼突筋
静脈叢）の血流増加により開放耳管が圧迫されて閉鎖し耳症状が改善する。体位変換耳管機能
検査はその特徴を利用したもので、体位変換に伴う耳管の閉鎖・開放状態をより直接的に検出
でき診断率が向上する。
耳管開放症の診断方法が確立しつつある一方、治療については広く認められた確実な方法が

ない。手術治療として耳管鼓室口への小林式耳管ピン挿入や自家軟骨挿入、耳管周囲への脂肪
注入、耳管咽頭口結紮術などの有効性が報告されているが、耳管機能を専門としない一般耳鼻
咽喉科医では今のところ対応は困難である。保存的処置治療としては、生食点鼻や鼓膜パッ
チ、耳管咽頭口処置（ルゴール噴霧、口腔用ジェル注入など）が行われており、ある程度の効
果は得られる。耳管開放症の保存的治療においては、まず原因となっている背景因子を把握す
ることが重要である。耳管開放症の原因として多いのは体重減少や低血圧で、耳管周囲の脂肪
（オストマン脂肪体など）減少や翼突筋静脈叢の圧低下によって耳管の閉鎖力が低下するといわ
れている。また耳管開放症にめまいを伴う場合は、起立性低血圧が原因であることが多いこと
も報告されている。よって保存的治療の中心となるのは耳管周囲組織（脂肪や筋肉、静脈叢）
による耳管への圧迫圧の改善であり、体重減少への対応や適切な水分摂取などの生活指導が基
本となる。その上で耳管や耳管周囲組織を増強する薬剤治療が望まれるが、アデノシン三リン
酸の報告はあるものの西洋薬での治療はやや困難である。一方、漢方薬治療においては耳管開
放症を耳管のみでなく全身の「虚」ととらえ全身状態から改善していく考え方であり、耳管開
放症の病態を考えても理にかなっている。現在、全身の「虚」特に「気虚」を補う補剤として
代表的な補中益気湯が注目されている。以前に当科で検討した耳管開放症確実例100耳の検討で
は、補中益気湯の有効率は63％であった。その他に選択される漢方薬としては、以前から加味
帰脾湯が末梢血流増加作用や抗ストレス作用により有効であるとされていて「気鬱」が併存す
る場合に適している。また、特に「腎虚」を改善する八味地黄丸や「気血両虚」に対する十全
大補湯も選択枝となる。さらに、口腔乾燥を伴う場合には麦門冬湯や白虎加人参湯、肩こりや
めまいを伴う場合には半夏白朮天麻湯も効果のあった症例を経験しており「水（津液）」に対す
る処方も考慮される。耳管や耳管周囲組織そのものに作用する薬剤がない現状では、耳管開放
症を「虚証」の病態と考え、耳症状以外の様々な症状と併せて全身の「虚」を改善していく漢
方薬治療が期待される。
本セミナーでは、耳管開放症の具体的な診断方法や漢方薬を含めた保存的治療の現状につい

て実際の症例を提示しながら解説していく。
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イブニングセミナー２

人工内耳の近未来

宇佐美真一、茂木　英明
信州大学医学部耳鼻咽喉科

講演①　宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科 教授）
低侵襲の人工内耳手術とその先にあるもの
従来は人工内耳の電極を蝸牛内に挿入することにより、本来の内耳機能は廃絶すると考えられてい

た。ところが低侵襲手術および柔らかな電極を用いることにより内耳機能（残存聴力）を温存したまま
人工内耳手術ができることが明らかになり、残存聴力活用型人工内耳（EAS）として現在臨床に広く定
着しつつある。わが国ではEASは新規医療機器として承認され、現在保険診療として行われている。昨
年の本学会で、全国の実施施設の協力を得て55症例の成績を収集し、術前、術後の聴力を集計し検討し
たが、低音部の聴力が良く温存されており、聴取成績に関しても良好であることが明らかとなった。

EASの残存聴力温存（hearing preservation）の概念は内耳の構造保存（structure preservation）の
考え方につながることから、すべての人工内耳に通じる考え方として重要である。全周波数にわたる重
度難聴患者に対しても蝸牛損傷を避けることは将来的な聴神経の変性を予防する意味からも重要であ
る。米国では昨年難聴に対する遺伝子治療の第１相試験が開始された。再生医療、遺伝子治療、分子標
的薬といった新たな治療がまさにすぐそこまで来ている。人工内耳手術の際には、このような新しい医
療が実施できるように蝸牛内の微細構造を正常に保っておく必要がある。蝸牛構造保存はこれからの人
工内耳に求められる重要なコンセプトである。

講演②　茂木英明（信州大学医学部耳鼻咽喉科 講師）
通常人工内耳とEASのシームレス化に向けて〜FLEX28電極を用いたEAS〜

EASの成績は非常に良好で患者のQOLを高めることが明らかになったが、EASを行った症例の残存
聴力の長期経過はどうであろうか。我々はEASの長期成績を検討した結果、残存聴力の程度は難聴の自
然経過に左右され、患者のもともとの難聴の進行速度の違いによるものであることを明らかにした
（Moteki et al., 2017）。EASの対象となる高音障害型の難聴のほとんどは進行性難聴であることから、患
者が受診した際の聴力像はその患者の難聴の経過の一断面のみを見ているに過ぎない。したがって現在
我々は長期経過を踏まえ、より長い電極を用いたEASの可能性について検討している。MED-EL
FLEX28を用いた患者の残存聴力の残存率を検討した結果、18例中17例（93%）の症例で残存聴力の保
存が可能であった。これらの症例ではわずかな残存聴力であっても音響刺激の有効性が確認されてい
る。わが国の新しい成人人工内耳の適応基準が90dBから70dBに引き下げられ、EASの新しいオージオ
プロセッサ（SONNET EAS）の音響刺激部分の改良により低音部の聴力が80dBまで対応可能になった
ことから、適応となる聴力像が純音聴力検査上はオーバーラップしてきている。現在我々が進めている
通常人工内耳とEASのシームレス化に向けた検討を紹介する。

両側同時人工内耳のメリットと注意すべきポイント
両耳聴の重要性が明らかになり、わが国でも小児を中心に両側人工内耳症例が増えている。従来は一

側ずつ手術を行うのが主流であったが、欧米を中心に両側同時手術が増えている。従来から２側目の人
工内耳の成績が劣ることが知られていたが、両側同時手術により両側の聴覚中枢のバランスの取れた発
達が促されることが報告されている。また入院、麻酔リスクが一回で済むなどのメリットも大きい。さ
らに遺伝子診断により原因が内耳にあり人工内耳が有効であることが予測される場合には２側目を待つ
理由がない。しかしながら、手術時間、出血量などを考えると、躊躇される場合も多いと考えられる。
本セミナーでは当科における両側人工内耳症例を紹介するとともに、当施設で行っている手術や各種モ
ニタリングの工夫を紹介する。

人工内耳装用者に対するMRIの経験
人工内耳装用者が遭遇する可能性の高い問題としてMRIがある。とくにわが国では保険診療でMRIが
容易に実施できるために患者から問い合わせがあることも多い。最近はMRI対応の人工内耳も登場して
きたが、実際にMRIを撮影するためにはいくつかの注意が必要である。またあらかじめ放射線科とプロ
トコールを作成しておくことも重要である。本セミナーでは我々が経験した症例を紹介するとともに注
意点をピックアップする予定である。
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ポストコングレス・ワークショップ

11月 25日（土）パシフィコ横浜　会議センター　4F

A会場（419）　8：30〜11：00

「人工聴覚器ワークショップ」

B会場（418）

Ⅰ 8：30〜10：30
「側頭骨形態学ワークショップ」
Ⅱ 10：30〜12：00
「3D画像研究会」



ポストコングレス・ワークショップ

人工聴覚器ワークショップ
司会の言葉

宇佐美真一
信州大学

新規医療・国内学術担当理事

日本耳科学会新規医療委員会および国内学術委員会ではその活動目標に応じいくつかのワー
キンググループを立ち上げ活動しています。今回、ワーキンググループが現在議論している事
項について広く会員に知っていただくとともに議論に参加していただくために本サテライトワ
ークショップを企画しました。
人工聴覚器ワーキンググループでは「人工内耳の適応拡大に向けて」と題したセッションを

企画しました。本ワーキンググループが作成した新しい成人人工内耳適応基準（2017）の概要
についてワーキング座長である岩崎先生に紹介いただいた後、適応拡大の有用性についてワー
キングメンバーから症例報告をしていただく予定です。
片側性〜非対称性難聴に対する人工聴覚器成績評価法検討ワーキンググループでは「片側性

難聴に対する人工聴覚器の適応」と題してのセッションを企画しました。欧州ではすでに片側
聾に対する人工内耳が承認され実施例が増えています。今後わが国でも臨床応用が進んで行く
と思われますが、症例の有効性に関する評価を行っていくためには共通した評価法が必要で
す。まずわが国での臨床研究で用いられ、先進医療（片側聾に対する人工内耳）に申請した検
査バッテリーを紹介していただいた後、実際の経験症例（人工内耳、人工中耳、Bahaなど）に
ついて、有用性、問題点などを紹介していただく予定です。

CI2004の標準化と人工聴覚器装用のための語音聴取評価検査 HI2018検討ワーキンググループ
では「人工聴覚器の語音聴取評価：CI2004の標準化とHI2018策定に向けて」と題したセッショ
ンを企画しました。CI2004は人工内耳装用者の語音聴取能を評価するために作成された検査バ
ッテリーですが、標準化がされておらず（案）のままで使用されてきました。また人工内耳の
性能の向上や新しい残存聴力活用型人工内耳、人工中耳などの人工聴覚器に対応した検査バッ
テリーがないのが現状です。ワーキンググループではCI2004の策定に関わってこられた井脇先
生など何人かの先生をメンバーに加え標準化を進めるとともに、iPadを用いた検査や世界的な
標準検査となっているOlsa検査を組み合わせ、すべての人工聴覚器装用者に対応可能は評価法
HI2018の策定に向けて作業を開始しております。このセッションでは各メンバーから進捗状況
を報告いただく予定です。
今回このワークショップに韓国からOh先生をお招きし韓国の人工内耳医療の現状と将来展望

を紹介いただくとともに、それぞれのセッションでの話題にコメントをいただく予定です。こ
のワークショップを通じて、人工聴覚器の進歩とそれを取り巻く話題について実感していただ
くとともに、活発な議論を交わしていただければと思います。
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ポストコングレス・ワークショップ

側頭骨形態学ワークショップ
1．側頭骨臨床解剖教育ワーキンググループ

司会のことば

東野　哲也
宮崎大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

はじめに
耳科学を志す者にとって側頭骨の形態学を熟知することの重要性は論ずるまでもない。側頭骨という

解剖学的特殊性から、顕微鏡解剖や切片標本作製のなどの教育・研究手法は元来、耳鼻咽喉科学研究室
の中で培われてきた歴史がある。しかし昨今の医学部倫理規定の強化や、また研究室で側頭骨標本を扱
ってきたラボテクニシャンの減少などにより、個々の施設だけで側頭骨の臨床解剖教育を担うことが困
難になりつつあるのが我が国の実情であろう。
耳科学会国内学術委員会では、側頭骨形態学の教育や研究推進を目的とした2つのワーキンググルー

プ（WG）が活動している。1つが、側頭骨臨床解剖教育WG、他の一つが側頭骨組織病理教育研究WG
である。今回、この二つのWGが企画を出し合い、側頭骨形態学ワークショップが実現することとなっ
た。ポストコングレス・ワークショップ前半を担当するのが、手術解剖側頭骨臨床解剖教育WGであ
る。
側頭骨臨床解剖教育セミナー
１）「専門医に必要な側頭骨臨床解剖の基礎知識」　講師：平海晴一先生（岩手医大）
側頭骨解剖に関してこれまで専門医試験でも取り上げられた事項を踏まえて、臨床解剖学的な視点か

ら解説頂く。専攻医の方々には必見のセミナーである。
２）「術式別側頭骨モデル削開」　進行役：山本　裕先生（慈恵医大）
御遺体・御献体を用いた手術手技実習については、日本解剖学会と日本外科学会主導で作成されたガ

イドラインを遵守すると専門研修施設によっては側頭骨解剖実習の制約はかなり厳しいものになる。一
方、昨今の医療安全についての社会的関心の高まりから、初めての手術手技をいきなり患者で行うので
はなく、模型や動物を利用した手術手技修練の場を設けることも求められている。そこで、本WGで
は、従来通り会期中に若手学会員向けのハンズオンセミナー（側頭骨削開実習）を開催するとともに、
今回新たな試みとしてWGメンバーによる基本術式の削開デモンストレーションを企画した。耳科学会
用語委員会報告「上鼓室・乳突腔病巣処理を伴う鼓室形成術の術式名称について（2010）」と「中耳真
珠腫進展度分類2010」に基づいて、デモンストレーターに真珠腫の想定病態と手術アプローチを提示
し、その課題に沿ってモデル削開を頂く企画である。会期中は展示会場ハンズオン・ブースにて行わ
れ、ポストコングレス・ワークショップでは、それらのダイジェストをパネル形式で討論頂く予定であ
る。
３）「側頭骨画像を用いた手術支援の最前線」　講師：松本　希先生（九州大）

CTをはじめとした３D画像を用いたバーチャル手術の教育的および臨床的活用法はコンピュータ技
術の進歩に伴って様々な方面で拡がりを見せている。手術支援として実用段階に入った具体例を紹介頂
き、将来展望を含めて論じて頂く。
なお、本WGから小川　洋先生（会津医療センタ－）に「耳科疾患の診断に必要な画像と診断のピッ

トフォール」というタイトルで、ワークショップ後半の３D画像研究会において講演頂くことになって
いる。
おわりに
以下の側頭骨臨床解剖教育WGメンバーが、ハンズオンセミナーのインストラクターとして、また、

側頭骨モデル削開デモンストレーターとして、学会ならびにポストコングレス・ワークショップの期間
中、側頭骨解剖に関わる教育活動を担いますので、多くの会員の皆様の御参加をお待ちしております。
側頭骨臨床解剖教育ワーキンググループ（2017〜18）：東野哲也（座長・宮崎大）、平海晴一（副座

長・岩手医大）、宇佐美真一（信州大）、髙橋晴雄（長崎大）、羽藤直人（愛媛大）、小川　洋（会津医療
センター）、須納瀬弘（東京女子医大東医療センター、山本　裕（慈恵医大）、山本典生（京都大）、伊
藤　司（山形大）、小林泰輔（高知大）、稲垣　彰（名古屋市大）、山内大輔（東北大）、我那覇章（琉球
大）、高橋邦行（新潟大）、大石直樹（慶応大）。
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ポストコングレス・ワークショップ

側頭骨形態学ワークショップ
２．側頭骨組織病理研究教育ワーキンググループ

司会のことば

髙橋　晴雄
長崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

はじめに
医学研究には機能を調べる生理学と構造を調べる形態学という二つの大きな柱があり、どち

らか一方のみでは盲人が象に触れるように片手落ちであり、両方の切り口から調べて初めて真
実がわかると言える。側頭骨組織病理学は耳科学での形態学の代表であり、生理学での知見の
裏付けや、形態から生理（機能）を推測する重要な手掛かりが得られるという点で、耳科学を
学ぶ者、研究する者にとっては不可欠な学問である。
先の東野哲也理事の司会の言葉にあるように、日本耳科学会国内学術委員会の中の側頭骨形

態学の教育や研究推進を目的とした2つのワーキンググループ（WG）の1つである側頭骨組織病
理教育研究WGは、今回側頭骨形態学ワークショップの後半でこの重要な側頭骨組織病理学を会
員の方々に十分に学んでいただく企画を立てた。
まずイントロダクションでは、側頭骨組織病理学から生まれた歴史的に重要な耳鼻咽喉科学

の知見などを簡単にご紹介して、その意義を述べる。これに引き続いて以下のプログラムが予
定されている。
１）「正常側頭骨解剖の知識とCT画像との比較」

講師：萩森伸一先生（大阪医大）WG副座長
本セッションでは、日常診療でおなじみの側頭骨CT画像とヒト側頭骨組織病理標本とを対比

させ、正常側頭骨解剖を理解するとともに、各解剖学的部位がCTで同定でき、どのように描出
されるかが理解できるように解説される。
２）専門医に必要な側頭骨病理の基礎知識（ミネソタ大学コレクションから）

講師：假谷 伸先生（岡山大）
本セッションでは、側頭骨組織病理学のスペシャリストである假谷伸先生に、各種耳疾患の

側頭骨所見およびその病理学的解釈を解説また両方向性に討論する予定で、耳鼻咽喉科専門医
に必要な耳疾患の病態を形態学の面から理解してもらうことを目指す。
３）側頭骨組織病理研究の最前線（ハーバード大学への留学経験から）

講師：鎌倉武史（大阪母子医療センター）
本セッションでは、最近アメリカ・Massachusetts Eye and Ear Infirmary/Harvard Medical

Schoolにご留学されていた鎌倉武史先生に、当地およびアメリカでの側頭骨組織病理学の最先
端を解説していただき、今後の側頭骨組織病理学や耳科学の研究・教育の方向性などを検討す
る場を提供する。
このような教育・研究目的に側頭骨組織病理学が多面的・総合的に解説される機会はこれま

でになく、本企画が耳科学を学ぶとくに若手・中堅の会員にとって非常に重要なワークショッ
プとなることを願っている。
側頭骨組織病理研究教育ワーキンググループ
髙橋晴雄（座長・長崎大）、萩森伸一（副座長。大阪医大）、伊藤　健（帝京大）、坂田俊文

（福岡大）、遠藤周一郎（山梨大）、鈴木聡明（伊達市）、假谷　伸（岡山大）
相談役：森園哲夫（福岡市）、大谷　巌（福島市）、喜多村健（茅ヶ崎中央病院）
担当理事：東野哲也（宮崎大）、宇佐美真一（信州大）
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3D画像研究会
司会の言葉

村上　信五
名古屋市立大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

3D画像研究会　当番世話人

はじめに
3D画像研究会は昨年までは耳科学会の会期中、第１日目（木曜日）の夕方に開催されていました。今回

から耳科学会の会期が3日から2日に短縮され、第3日にポストコングレスセミナーが企画されたことで、今
回から学術委員会の主催する側頭骨形態ワークショップに続いいて開催することになりました。

3D画像研究会は、コーンビーム3DCTを中心に側頭骨解剖や耳科疾患の診断から始まり、立体モデルの作
成、手術シミュレーションなど、手術教育ツールとしての有用性も検討されてきました。今回は、これまで
に集積された3DCTの有用性を総括し、診断や手術への活用を中心に、画像診断のポイントやピットフォー
ル、さらには手術合併症の防止にまで役立てることを期待して以下のプログラムを企画しました。

プログラム
１．耳疾患の診断に必要な画像と診断のピットフォール
耳科領域の疾患は問診から始まり、顕微鏡や中耳内視鏡による視診、聴力検査等の聴生理学検査、そし

て、CTやMRIなどの画像でなされます。特に画像は諸検査の裏付けとして確定診断のツールになるため、
最適の撮影条件でアーチファクトを最小限に抑え、診断に有用な描出断面を考慮し、読影には細心の注意を
払う必要があります。本講演は会津医療センターの小川　洋教授にお願いしていますが、先生はコーンビー
ムCTの開発当初から、その撮影法や読影に携わってきた第一人者です。日本耳科学会の側頭骨臨床解剖ワ
ーキングのメンバーでもあり、耳科領域の疾患について、診断のポイントとピットフォールをコーンビーム
CTとコンベンショナルCTを比較して講演いただく予定です。

２．耳科手術に必要な画像診断　─必要な画像と読影のコツ─
CTやMRI画像は診断だけでなく手術にも有用です。また、画像は種々のナビゲーションやモニタリング

に情報を提供するツールです。個人的にナビゲーションやモニタリングは時々、嘘をつくが画像は嘘をつか
ないと常々、実感しています。すなわち、ナビゲーションやモニタリングより画像を信用することが重要と
考えています。そして、手術書と同様、単なる解剖や形態を描出するのではなく、手術のために活用できる
画像が必要です。では、手術に有用な画像とは何でしょうか。それは適切に病巣を描出すると同時に手術ア
プローチにシンクロし、病巣の切除・摘出範囲が明確に描出できる画像です。講師は大阪医大の萩森伸一専
門教授にお願いしていますが、先生はピッツバーグの山藤 勇先生の教室に留学され、側頭骨解剖に熟知す
るともに、帰国してからは鼓室形成術から人工内耳、アブミ骨手術、顔面神経減荷術、聴神経腫瘍まで、幅
広い手術経験の持ち主です。先生には耳科手術に必要な画像と読影のコツをお願いしています。

３．耳科手術の合併症とその対応
手術には合併症が付きものです。しかし、耳科手術の合併症には顔面神経麻痺や内耳損傷などの機能障害

だけでなく、髄液漏やS状静脈の損傷（出血）など生命に関わるものもあります。しかし、これらの合併症
の多くは術前の画像から予測できるものです。私自身、長きに亘、顔面神経麻痺や聴神経腫瘍の手術を経験
してきたことから、これらの合併症を少なからず経験し、他院で発生した手術合併症も修復してきました。
手術合併症が何故起きるのか、防止する方法はあるのか、如何に修復するか。手術合併症の修復方法を学ぶ
ことで、手術はさらに進歩し、洗練されます。本講演では、小生が経験した手術合併症を提示し、その防止
や修復方法を供覧します。

おわりに
耳科手術の上達に何が必要でしょうか。それは、手術書を塾度し、側頭骨解剖で手術解剖と手術手技を学

ぶこと。そして、術前に画像を精読し、脳にコピペして手術シミュレーションを行うこと。さらに施行した
手術ビデオを何度も繰り返し見てシェーマで手術記録を記載することである。そして、もうひとつ、手術が
上達したいという熱意を持つことが何よりも大切です。手術に情熱を持った若手医師が、ひとりでも多く。
本セミナーに参加していただくことを期待しています。

Otol Jpn 27 (4) :334 , 2017


