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O-1 薄切軟骨を使用した鼓膜形成についての検討

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

【はじめに】薄切軟骨を用いた鼓膜形成はその堅さから陰圧に耐えうるとされ、癒着鼓膜に対し
て広く使用されている。当科でも約 10 年ほど前から癒着鼓膜を中心に使用してきたが、ここ数
年は慢性穿孔性中耳炎の術後再穿孔や炎症が強い症例を中心に積極的に使用するようになってき
ている。今回、従来の筋膜や結合織を用いた鼓膜形成と薄切軟骨による鼓膜形成を比較したので
報告する。【対象】2016 と 2017 年に演者が行った中耳手術 217 耳のうち穿孔閉鎖目的に手術を行っ
た慢性穿孔性中耳炎、もしくは術後穿孔は 39 耳であった。二次性真珠腫は今回の検討から除外
した。39 例のうちグラフトに筋膜もしくは結合織を使用した症例は 25 例、薄切軟骨を使用した
症例は 14 例であった。【結果】男性 14 耳女性 25 耳、年齢は 10 歳から 76 歳（中央値 42 歳）、観
察期間は 1 か月から 25 か月（中央値 6 か月）であった。鼓膜閉鎖率は筋膜や結合織を使用した
場合が 76%（19/25）、薄切軟骨を使用した場合が 100%（14/14）で全体で 84％（33/39）であっ
た。日本耳科学会術後聴力判定基準（2010）を用いた聴力改善成績は、筋膜もしくは結合織を使
用した場合では術後気導 30dB 以内が 64%（16/25）、気骨導差 15dB 以内が 80%（20/25）、聴力
改善 15dB 以上が 16%（4/25）、いずれかに該当 84%（21/25）の成功率であった。薄切軟骨を使
用した場合では術後気導 30dB 以内が 73%（8/11）、気骨導差 15dB 以内が 73%（8/11）、聴力改
善 15dB 以上が 27%（3/11）、いずれかに該当 82%（9/11）の成功率であった。筋膜や結合織を
使用した症例のうち 11 例は内視鏡下耳科手術で行われており、薄切軟骨は 3 例で行われていた。
筋膜や結合織を使用した鼓膜のうち 2 例に術後の滲出性中耳炎を認め外来での鼓膜チューブの挿
入を行った。一方、薄切軟骨を用いた鼓膜で術後チューブを要した症例はなかった。【まとめ】
グラフトの種類のみでの単純比較は困難であるが、今回の結果では軟骨を用いた鼓膜は筋膜や結
合織同様に聴力改善が期待でき、鼓膜閉鎖率も良好であった。ただし、術後に鼓膜チューブを入
れづらいという欠点もあるため適応をよく考慮した上で使用することが肝要と思われた。
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慢性穿孔性中耳炎に対する inlay butterfly cartilage tympanoplasty

田中　康広 1、蓮　　琢也 1、穐吉　亮平 1、栃木　康佑 1、深美　　悟 2、春名　眞一 2

1 獨協医科大学埼玉医療センター　耳鼻咽喉科、2 獨協医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

慢性穿孔性中耳炎に対する手術術式は移植弁を置く位置と残存鼓膜との関係から underlay 法、
overlay 法、inlay 法に分類され、いずれかの術式が選択される。また、移植弁としては側頭筋膜
が一般的に用いられるが、その他にも皮下結合組織、骨膜、軟骨膜、および軟骨など様々な素材
が用いられる現状にある。本邦では癒着性中耳炎や真珠腫性中耳炎など術後鼓膜の陥凹を防止す
る目的や血流障害をきたす放射線照射後の慢性穿孔性中耳炎に対し、移植弁に軟骨を用いるケー
スが見られるものの一般的な慢性穿孔性中耳炎に対して軟骨を用いる施設は少ないといえる。医
療を取り巻く環境が異なるとは言え、欧米諸国に比べると慢性穿孔性中耳炎に対する移植材料と
しての軟骨の認知度は低い。

Inlay butterfly cartilage tympanoplsty（以下 IBCT）は 1998 年に Eavey らによって初めて報
告された術式であり、marginal type でない小穿孔に対し、軟骨を用いて穿孔閉鎖を行う方法と
して紹介された。彼らが報告したこの術式の利点は、tympanomeatal flap の挙上が不要なため
手術時間が短く、低侵襲であることがまず挙げられている。また穿孔閉鎖率も 100% であり、術
後聴力も良好であったと報告している。その後、Ghanem らはその適応を拡大し、大穿孔例や
marginal type の症例に対しても IBCT を施行したが、92% の穿孔閉鎖率と極めて良好な成績を
報告した。

私どもの施設では確実な視野をとり十分なワーキングスペースを確保する目的で耳後部切開に
よるアプローチを行い、2013 年からは over-underlay 法による鼓膜形成法を行っていることを一
昨年および昨年の日本耳科学会総会・学術講演会で報告した。over-underlay 法は 2002 年に
Kartush らによって初めて報告された比較的新しい鼓膜形成法であり、overlay 法と underlay 法
の利点を共有させた術式である。私どもの施設では over-underlay 法により、術後 1 年で 96.2％
と高い鼓膜穿孔閉鎖率が得られており、基本的には本術式を用いている。しかしながら小児例で
は鼻すすり癖のある症例において再穿孔をきたす印象があり、症例によっては陰圧に対する予防
として慢性穿孔性中耳炎に対しても軟骨の使用を検討している。

今回、症例数は少ないが、当科にて施行した IBCT を動画にて供覧し、その手術方法を解説す
る。また文献的な考察を加え、IBCT の適応について検討したい。
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蝶型軟骨を用いた経外耳道的内視鏡下鼓膜形成術 
―Endoscopic Butterfly Cartilage Graft Myringoplasty

川島　慶之、丸山　絢子、伊藤　　卓、藤川　太郎、竹田　貴策、堤　　　剛
東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
蝶型軟骨を用いた鼓膜形成術は、1998 年に Eavey ら1）により初めて報告された比較的新しい

鼓膜穿孔の閉鎖法である。全周性に溝を作った軟骨を新鮮化した鼓膜穿孔に嵌め込むことにより
鼓膜穿孔を閉鎖する術式であり（図 1）、高い穿孔閉鎖率が報告されている2）。近年当科では、慢
性中耳炎の一部の症例に対し内視鏡下に蝶型軟骨を用いた鼓膜形成術を行っているので、4K 内
視鏡システムを用いた手術動画を供覧し、本術式の利点、適応につき報告する。

【対象と方法】
過去 2 年間に当科で本術式を施行した 5 症例につき、患者背景、術前の病態（本術式を選択し

た理由）、手術時間、術後聴力成績などにつき検討した。本術式の手技は以下の通りである（図 1）。
穿孔縁を全周性にトリミングする（図 1A, B）。両面に軟骨膜が付着した状態で耳珠軟骨を採取
する。トリミングした穿孔の直径より 1-2mm 大きい軟骨片を切り出す。必要に応じて軟骨片中
央を楔状に開窓し鼓膜換気チューブを挿入する。全周性に深さ約 1mm の溝を付けた蝶型軟骨片
を作成する（図 1C, D）。蝶型軟骨片の内側のつばのみが鼓室に入り込むように鼓膜穿孔に挿入
する（図 1E, F）。

【結果】
性別は男性 2 例、女性 3 例であり、平均年齢（標準偏差［最低 - 最高］）は 60.4（14.9［44-75］）

歳であった。術前の病態は、滲出性中耳炎に対する鼓膜換気チューブ留置術後の鼓膜穿孔遺残が
2 例、真珠腫性中耳炎術後の鼓膜内陥に対する鼓膜換気チューブ留置術後の鼓膜穿孔遺残が 2 例、
鼓膜の前方部の鼓膜輪のない大穿孔が 1 例であった。手術時間は平均 36.8（4.3［30-41］）分であっ
た。術後経過は、残存鼓膜と軟骨の間に小穿孔を認めている症例が 1 例あるが、日本耳科学会の
術後聴力成績判定基準では全例成功例であった。

【考察】
本術式の利点として、手術操作が容易で、かつ所用時間が短いこと、手術直後から移植片が安

定していることなどが挙げられる。さらに、軟骨片に鼓膜換気チューブを挿入すると長期に渡り
換気路を確保でき、かつ抜去後の穿孔遺残を予防できる可能性が高く、鼓膜換気チューブ留置術
後の鼓膜穿孔遺残症例は、鼓膜換気チューブを挿入した蝶型軟骨を用いた本術式の良い適応とな
る可能性が高いと考えている。

【参考文献】
 1）Eavey RD：Inlay tympanoplasty: cartilage butterfly technique. Laryngoscope 108: 657–

661, 1998.
 2）Alain H: Butterfly Myringoplasty for Total, Subtotal, and Annular Perforations. 

Laryngoscope 126: 2565–2568, 2016.
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Anterior subannular grafting を用いた 
sandwich 法による鼓膜形成術の特徴

河野　浩万
河野耳鼻咽喉科 Ear Surgi Clinic

【初めに】　本邦で行われている鼓膜形成術には、主に underlay 法と sandwich 法の 2 つの術式
が挙げられる。Sandwich 法は、underlay 法と比較すると、術後上皮化が早く鼓膜穿孔閉鎖率が
高い術式であるが、鼓膜の浅在化や anterior blunting が起こりやすいとされている。

当院での鼓膜形成術は sandwich 法を基本術式としていたが、3 年前より浅在化鼓膜が生じに
くい術式として anterior subannular grafting を用いた sandwich 法（以下 ASGS 法）を考案し、
昨年の本学会で報告した。今回は、従来の sandwich 法と比較することにより、本術式の特徴を
報告する。

【術式】　ASGS 法は、鼓膜の前下部の剥離操作に至るまでは、通常の sandwich 法と同様の手術
操作を行う。耳後部切開から、外耳道皮膚を剥離挙上させ、後方の鼓膜輪に到達した後、鼓膜輪
上の表皮層の剥離を行う。続いて鼓膜の表皮層の剥離操作に進むが、鼓膜前下部の表皮層剥離は
線維性鼓膜輪の辺縁が明視できる程度にとどめる。針状の探針で線維性鼓膜輪前縁の一部を鼓膜
固有層から剥離し、その部分から鈍的に鼓膜固有層を線維性鼓膜輪から剥離することにより
“subannular pocket” を作成する。穿孔縁が鼓膜輪に及んでいる例でも、線維性鼓膜輪下に探針
を滑り込ませることにより、比較的容易に “subannular pocket” を作成することができる。側頭
筋膜の先端をこのポケット内に挿入し、残りの筋膜は剥離した鼓膜固有層から外耳道骨壁の後上
部にかかるように載せ穿孔部分をしっかり覆う。結果的に鼓膜輪の前上部と下部で筋膜が線維性
鼓膜輪を跨ぐこととなる。剥離した鼓膜表皮層を戻した後、外耳道内にパッキングを行う。

【考察】　ASGS 法の最大の利点は、前方の鼓膜輪上の表皮層は剥離しないため、anterior 
blunting や浅在化鼓膜が生じる可能性が極めて低いことである。従来の sandwich 法では、鼓膜
穿孔が鼓膜輪前縁に及んでいる例に対しては、前方の筋膜を載せる部分が狭い鼓膜輪のみとなる
ため、筋膜がずれて鼓室側に落ち込んでしまうことが危惧される。ASGS 法では、“subannular 
pocket” を作成することにより筋膜を十分に把持することのできるため、筋膜がずれて鼓室側に
落ち込むリスクが低くなると考えている。また、“subannular pocket” は入口部が閉じようとす
る力が働いているため、一旦筋膜を pocket 内に挟み込むとクリップ様の効果が生じずれにくい。
よって、再穿孔をきたすリスクは従来の sandwich 法より低いと考えている。
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多血小板血漿を用いた鼓膜形成術

塩見　洋作、塩見　佳子
しおみ耳鼻咽喉科クリニック

【はじめに】患者さんの立場で考えると、鼓膜穿孔は、出来るだけ低侵襲で閉鎖できることが望
ましい。鼓室形成術と比較すると、接着法はより低侵襲かつ簡便であるが、耳後部の皮膚切開が
必要であり侵襲がないとは言い難い。近年、創傷治癒促進作用を有するヒト線維芽細胞増殖因子
や自己血清などの外因性増殖因子を用いた鼓膜再生術が考案され良好な成績が報告されている。
鼓膜再生に必要な要素は、組織を作るための細胞、細胞を刺激する分化・増殖因子、そして細胞
の足場であるが、足場としては、アテロコラーゲンが我が国では広く用いられている。当院では、
アテロコラーゲンに加えて、線維芽細胞増殖因子の他に血小板由来増殖因子、上皮増殖因子など
7 種の分化・増殖因子を複数含む多血小板血漿（platelet-rich plasma: PRP）を用いて鼓膜形成術
を行っている。今回、穿孔閉鎖率からその有用性を検討した。【対象と方法】2012 年 4 月から
2017 年 10 月に当院を受診した患者で、（1）鼓膜穿孔の全周を外耳道から明視できる（2）穿孔
縁からの上皮の迷入がない（3）耳漏など活動性炎症の徴候がない（4）パッチテスト陽性の 4 つ
の条件を満たし、多血小板血漿とアテロコラーゲンを用いて鼓膜形成術を行った 121 耳（小穿孔

（鼓膜面積の 25％未満）：73 耳、中穿孔（25 以上 50％未満）：41 耳、大穿孔（50％以上）：7 耳）
を対象に前向き研究を行った。年齢は 6 歳～ 87 歳、平均 55.7 歳であった。手術は、一般診察室
にて坐位で行い、鼓膜麻酔液で局所麻酔後、顕微鏡下にローゼン氏の針で穿孔辺縁を切除、ある
いは OtoLAM® を用いて辺縁を蒸散し、細胞の誘導路を確保した。患者本人の末梢血を約
10mL 抗凝固剤（クエン酸塩）の入った採血管を用いて採血、遠心機（テーブルトップ遠心機 
2410、久保田商事）を用い、1,000r.p.m.（100×g）×5 分、3,200r.p.m.（1600×g）×5 分のダブ
ルスピン法にて PRP を精製、1/10 量の 0.5M 塩化カルシウムを混ぜて血小板を活性化させた後、
鼓膜穿孔よりも大きめに切り出したアテロコラーゲン（テルダーミス ®）にこれを注入・含浸
させて穿孔に詰め込み留置、その上に短冊状とロール状のキチン膜（ベスキチン W®）2 枚を置
いて固定した。後日、穿孔が閉鎖しないが縮小している場合にはこれを閉鎖するまで繰り返した。

【結果】全症例の閉鎖率は 90.1％（小穿孔；95.8%（70 耳／ 73 耳）、中穿孔；80.5%（33 耳／ 41
耳）、大穿孔 85.7%（6 耳／ 7 耳））であった。小穿孔は 1 回の手術で閉鎖できる事が多かった（52
耳／ 70 耳）が、穿孔が大きくなるにつれ、閉鎖まで多くの回数の手術を要する傾向が見られた。
OtoLAM® を用いて穿孔縁の処理を行えば、鼓膜穿孔の辺縁処理は短時間で低侵襲に行うこと
が可能であり、就学前の小児でも外耳の表面麻酔のみで施行可能であった。外切開を加えないた
め、患者さんの心理的抵抗は少なく、複数回の手術を拒まれることはなかった。【考察】本手術
法による鼓膜穿孔の閉鎖率は、従来の鼓室形成術や鼓膜形成手術（接着法）と比較して遜色なく、
少なくとも鼓膜換気チューブ留置後の小穿孔などでは、第 1 選択として良い閉鎖法であると考え
られた。但し、平成 26 年 11 月 25 日に再生医療等安全性確保法が施行され、平成 27 年 11 月 24
日以降は、再生医療等提供計画を提出せずに本医療を含む再生医療等を提供した場合は法律違反
になり、50 万円以下の罰金（法第 62 条）に処されることがある。厚生労働省 HP 内の各種申請
書作成支援サイト（http://saiseiiryo.mhlw.go.jp/）から申請可能であり、申請に必要な各種書類は、
日本再生医療学会 HP（https://www.jsrm.jp/）2015 年 3 月 15 日付けのニュースにおいて、特
定細胞加工物製造に関する文書の雛形が公表されている。当院の特定加工物製造届書施設番号は
FC 5150265、大阪大学認定再生医療等委員会、認定再生医療等委員会の認定番号は NB5140001、
再生医療等提供計画（第三種）計画番号は PC5150061 である。
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内視鏡下耳科手術を施行した浅在化鼓膜の 2 例

上塚　　学 1、西池　季隆 1、大島　一男 1,2、小幡　　翔 1、梅田　直暉 1、 
佐々　暢亜 1、河辺　隆誠 1、道場　隆博 1

1 大阪労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 
2 大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

【はじめに】　
浅在化鼓膜とは鼓膜皮膚層が鼓膜輪レベルより外側に変位することである。狭義には外耳道底

が膜性のもの（lateral healing）をいうが、広義には浅在化鼓膜面と鼓膜輪の間に軟部組織を作
る鼓膜肥厚型のもの（medial meatal fibrosis: MMF）も含まれる。

我々は最近 2 例の浅在化鼓膜症例を経験した。1 例は鼓室形成術の術後合併症として発症した
lateral healing で、もう 1 例は炎症性に鼓膜固有層が線維性肥厚した MMF であった。2 症例と
も経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）を施行し、全層植皮を用いて外耳道増設術をおこなった。
手術ビデオを中心に症例を報告する。

【症例】
症例 1：65 歳、男性　
主訴：右難聴　
現病歴：17 年前に他院にて右鼓膜穿孔に対して右鼓室形成術を施行された。しかし、術後も

右難聴が残存し近医耳鼻科咽喉科を受診し、精査および加療目的に当科に紹介となった。
耳内所見：右耳の鼓膜に浅在化を認めた。左耳に異常は認めなかった。
純音聴力検査：右耳に平均気導聴力 60dB（4 分法）の伝音難聴を認めた。左耳は正常であった。
側頭骨 CT：右耳にて鼓膜が約 1cm 外側に変位する所見を認めた。左外耳道に異常を認めず、

鼓室・乳突洞内は両側ともに異常を認めなかった。
以上の臨床所見より、右 lateral healing と診断した。
手術所見：TEES にて右鼓室形成術 I 型、外耳道増設術、全層植皮術を施行した。変位鼓膜か

ら外耳道にかけて十字の花弁状切開をおき、皮弁を外側に翻転させた。外耳道の骨隆起部をドリ
ルにて削除し、拡大した。変位し外耳道に癒着した鼓膜固有層を生理的位置に戻した。耳後部よ
り採取した結合織を用いて残存する鼓膜固有層と鼓膜輪に対して underlay で鼓膜を再建した。
耳下部から 20×15mm 大の皮膚を採取し、鼓膜及び外耳道に 3 枚の皮膚移植をおこなった。

術後経過：外耳道は順調に上皮化し、現在術後 4 カ月の時点ではあるが外耳道の再狭窄はなく、
平均気導聴力 40dB まで改善した。

症例 2：57 歳、女性
主訴：両側難聴
現病歴：20 年程前より両耳掻痒感あり、よく耳かきをしていた。徐々に両側難聴が進行し、

近医耳鼻科受診、精査加療目的に当科に紹介となった。
耳内所見：両耳とも鼓膜は浅在化していた。
純音聴力検査：平均気導聴力（4 分法）で右 53.8dB、左 47.5dB の両側伝音難聴を認めた。
側頭骨 CT：両側とも鼓膜外側に軟部組織陰影を認めた。鼓室・乳突洞内は両側ともに異常を

認めなかった。
以上の臨床所見より、MMF と診断した・　
手術所見：TEES にて外耳道増設術、全層植皮術を施行した。耳内に輪状切開を加え、厚い線

維性結合組織を除去、正常鼓膜固有層は温存した。骨隆起部をドリルにて平坦化した。耳下部か
ら 50×15mm 大の皮膚を採取し、鼓膜及び外耳道に 6 枚の皮膚移植をおこなった。

術後経過：現在術後 10 カ月の時点で上皮化は完了し、再狭窄は認めていない。平均気導聴力
30dB（術後 6 カ月）まで改善した。

【考察】　
当科では真珠種性中耳炎や慢性中耳炎の手術に対して、積極的に TEES を施行しており、本

症例に対してもこれを応用し良好な結果を得た。TEES の利点として、1 高角の視野が得られる
こと、2 拡大視操作がおこなえる点が挙げられるが、今回の浅在性鼓膜に対しても外耳道前方の
操作や外耳道・鼓膜剥離において有用であったと考える。現在聴力改善においても良好であるが、
再発症例の報告も多く、今後長期の経過観察が必要と考える。
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当科での内視鏡下鼓膜形成術（接着法）の検討

岡上　雄介、堀　　龍介、児嶋　　剛、鹿子島大貴、庄司　和彦
天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】Transcanal endoscopic ear surgery（経外耳道的内視鏡下耳科手術：TEES）に当
科では 2015 年 2 月より取り組みはじめ、鼓膜形成術（接着法）についても 2015 年 4 月より内視
鏡下に行っている。当科では以前より moist wound healing 理論に基づいて接着法を行ってお
り1）、内視鏡下に行う場合にもこの理論に基づいて行っている。今回当科で内視鏡下に行った接
着法の手術成績について検討し、実際の術式を供覧しながら接着法における内視鏡下手術につい
て報告する。【対象と方法】当科で 2015 年 4 月から 2018 年 1 月までに内視鏡下に鼓膜形成術（接
着法）を施行した 39 耳について、疾患内訳、手術時間、鼓膜穿孔の大きさとその閉鎖率、再穿
孔率、術後聴力成績、手術件数（接着法と I 型の件数割合）について検討し、すでに当科から報
告している顕微鏡下に行った接着法の手術成績2）と比較した。聴力成績については術後 1 年以上
経過していないものも多く、今回は術後 6 か月以上経過したところで聴力検査を行っている症例
を対象とし、耳科学会の聴力成績判定基準に基づいて判定した。【結果】疾患内訳は慢性中耳炎
が 31 耳（79.5％）と最も多く、その他は外傷性鼓膜穿孔 5 耳（12.8%）、鼓膜換気チューブ脱落
後の鼓膜穿孔残存 2 耳（5.1%）、鼓膜切開後の穿孔残存が 1 耳（2.6%）であった。手術時間は平
均 42.6 分（15 分～ 91 分）で。全症例における穿孔閉鎖率は 84.6%（33/39）、穿孔の大きさによ
る閉鎖率は、Ib:88.9%（8/9）、Ic:76.9%（10/13）、II:88.2%（15/17）であった。現在までの観察
期間中に術後再穿孔をきたした症例は 1 例であった。聴力改善成功率は、現時点で 21 耳 /21 耳

（100%）であった。今回、接着法と鼓室形成 I 型の手術件数についても検討したが、2015 年 4 月
から 2018 年 1 月までに 66 耳に対して内視鏡下に接着法あるいは鼓室形成術 I 型を施行しており、
その内訳は接着法が 39 耳（59.0%）、I 型が 27 耳（40.9%）であった。一方、それ以前に顕微鏡
下に接着法あるいは I 型を行った 66 耳についてみてみると、2013 年 1 月から 2015 年 4 月まで
に接着法を 31 耳（47.0%）、I 型を 35 耳（53.0%）に対して行っており、内視鏡下および顕微鏡
下の両群に有意差を認めた。【考察】接着法は従来、耳鏡を外耳道に挿入し、顕微鏡下に手術を行っ
ている。鼓膜穿孔閉鎖のために広く行われるようになっており、その穿孔閉鎖率は 75 ～ 85％と
報告されている。内視鏡下に行った手術成績については、すでに当科から報告している顕微鏡下
に施行した接着法の成績2）と比較して、手術時間、鼓膜閉鎖率、聴力成績いずれも有意差はなく、
鼓膜閉鎖率については諸家の報告と比較しても遜色ない結果であった。内視鏡下に行う利点とし
ては視野角が広く対象物に接近してみることができ、視野に器具操作を行う手が重なることがな
いなどより良い視野を得ることができるという点にある。一方で鼓膜の浸潤麻酔のみでは麻酔が
不十分で外耳道に局所麻酔注射を要し、内視鏡と器具が干渉することがあるなどの欠点もある。
ただ、今回の検討では内視鏡下と顕微鏡下では手術成績に差はなく、どちらが優れているとは一
概には言えないが、内視鏡で行う最大の利点は、やはり外耳道の弯曲などで穿孔縁が顕微鏡下に
確認できないような症例でも接着法が行えるという点であると考える。実際に内視鏡下手術をは
じめてから、接着法と I 型において接着法の占める割合が有意に増えていた。今まで I 型に流れ
ていた症例でも低侵襲である接着法を好んで選択するようになってきているためと考えられた。

【文献】
 1）堀　龍介、庄司和彦、児嶋　剛、他：Moist wound healing に基づいて術式改良した鼓膜形

成術（接着法）．天理医学紀要 18(1): 17–22, 2015.
 2）岡上雄介、庄司和彦、堀　龍介、他：当科における接着法による鼓膜形成術とその長期治療

成績．Otology Japan 26(3): 121–126, 2016.
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慢性穿孔性中耳炎に対する内視鏡下耳科手術の検討

坂口　博史、小澤　聡美、二之湯　弦、瀧　　正勝、兵庫美砂子、平野　　滋
京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

【目的】　
慢性穿孔性中耳炎に対する鼓膜形成術ならびに鼓室形成術は一般に高いグラフト生着率および

聴力改善成功率が得られる確立された術式であるが、近年普及してきた内視鏡下耳科手術
（TEES）の導入によって、さらに低侵襲かつ確実な手術操作が可能になると期待されている。
当科でも 2015 年から慢性穿孔性中耳炎に対して従来の顕微鏡下手術（MES）に加えて TEES を
取り入れており、その術後成績について検討する。

【症例と方法】　
2015 年 3 月～ 2018 年 2 月の 3 年間に当科で手術を行った慢性穿孔性中耳炎手術症例の中から

局麻下接着法を除いた 44 例について検討した。TEES を用いた症例は 17 例（TEES 群）、耳後
法を用いた MES 症例は 27 例（MES 群）であった。鼓膜形成は側頭筋膜または皮下結合織をグ
ラフトとし、TEES 群では underlay 法または over-underlay 法、MES 群では inlay 法を用いて行っ
た。TEES では初期の 1 年間は TEES2 例に対して MES15 例と TEES 群が少なかったが、その
後の 2 年間では TEES15 例に対して MES12 例と半数以上が TEES 群であった。なお最近では
鼓膜全穿孔、MRSA 感染などで持続性耳漏のある症例、鼓膜前縁が著しく狭小な症例について
は MES を用いているが、それ以外の症例は TEES の適応としている。伝音再建術式は TEES
群のうち 16 例が I 型、1 例が III 型で、MES 群のうち 22 例が I 型、5 例が III 型であった。年齢
は TEES 群が 5 ～ 74 歳（平均 47.9 歳）、MES 群は 4 ～ 71 歳（平均 31.3 歳）で、TEES 群でや
や高いものの有意差はなかった。

【結果】
グラフトの生着は TEES 群で 16/17 症例（94.1%）、MES 群では 27 例全例で得られた。また、

術後一過性にスリットが生じ、外来処置により自然閉鎖を得られた症例は TEES 群で 2 例、
MES 群で 1 例に見られた。術後聴力成績について耳科学会判定基準に照らすと、TEES 群の I
型で 15/16 例（93.8%）が成功、III 型で 1/1 例が成功となり、MES 群の I 型で 21/22 例（95.5%）
が成功、III 型で 1/5 例が成功となった。完全に上皮化し耳内のパッキングが不要となるまでに
要した期間は TEES 群で 30.6 日間、MES 群で平均 44.7 日間であり、TEES 群で有意に短縮され
ていた。穿孔のサイズを吉川らの分類に準じて grade I ～ IV（穿孔面積がそれぞれ 25、50、
75% 以下または全穿孔）に分類し、比較的サイズの小さい grade I と grade II のみを抽出して比
較しても、上皮化に要した日数は TEES 群 13 例で 29.5 日間、MES 群 20 例で 41.8 日間であり、
TEES 群で有意に短かった。また、I 型症例のみ抽出して手術時間を比較したところ、TEES 群
16 例は平均 105 分、MES 群 22 例は平均 128 分で TEES 群で有意に短かった。術後の鼓膜内ま
たは外耳道皮下のパール形成については TEES 群で 4/17 例、MES 群で 6/27 例に見られ、大き
な差はなかった。なお、全 10 例のパール形成のうち 7 例は術後半年以内、3 例では半年を超え
て確認されていた。

【考察】
TEES は症例を選べば慢性穿孔性中耳炎に対して MES と概ね遜色ない成績が得られることが

わかった。さらに TEES は術創が縮小されるだけでなく、手術時間や上皮化までの期間も短縮
できる点で有用であると考えられた。TEES 群 17 例のうち 1 例で術後穿孔を生じたが、この症
例は grade III の比較的大きな穿孔で、underlay 法で手術を行ったが、ツチ骨柄の後方にスリッ
トが生じた。このような症例に対しては、最近では over-underlay 法を用いて再穿孔を予防する
よう心がけている。また、TEES 症例では術後に一過性穿孔を生じる可能性があるため術後処置
には十分な配慮が必要であり、パール形成については耳後法と同等のリスクがあるため、少なく
とも術後半年は経過観察すべきだと考えられた。
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サンドイッチ法を用いた経外耳道内視鏡下耳科手術

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

慢性化膿性穿孔性中耳炎に対する手術治療においては、近年、経外耳道内視鏡下耳科手術（transcanal 
endoscopic ear surgery: TEES）が急速に広まりつつある。当科においても外耳道の弯曲により、鼓膜穿
孔縁を明視下に置けない症例などを中心に TEES を行っている。内視鏡下に鼓膜形成術を行う場合には、
穿孔の位置や大きさによって、接着法やアンダーレイ法を選択しているが、大穿孔や辺縁穿孔においては、
移植片のずれや脱落によって再穿孔を生じることがある。そこで我々は慢性化膿性穿孔性中耳炎に対して、
術後再穿孔を生じにくいとされるサンドイッチ法を用いて TEES を施行し、良好な経過を得たので報告
する。

症例 1　17 歳、男性
主訴　左耳漏、左難聴
現病歴
幼少時から中耳炎を反復していた。16 歳時、左耳漏が出現し、近医耳鼻科を受診したところ、左鼓膜

穿孔を指摘された。鼓膜形成術（接着法）を施行されたが、術後再穿孔を生じたため、当科紹介となった。
鼓膜所見
左鼓膜前下象限に穿孔を認め、穿孔縁がツチ骨柄に及んでいた。穿孔近傍の鼓膜に硬化巣を認めた。外

耳道の弯曲により穿孔縁の一部は明視下に置けなかった。
標準純音聴力検査
左 18.8dB の伝音難聴を認めた。パッチテストは陽性であった。
CT 所見
耳小骨連鎖に異常なし。鼓室内に軟部陰影なし。
経過
内視鏡下に鼓膜形成術をおこなった。鼓膜輪近傍で外耳道皮膚を切開した後、線維性鼓膜輪上の上皮を

剥離した。そのまま鼓膜上皮層と固有層の間で剥離を行い、穿孔縁まで剥離操作を進めた。残存鼓膜には
広範に硬化巣を認めた。側頭筋膜を鼓膜上皮層と固有層の間に挿入した後、鼓膜上皮層を元に戻し、鼓膜
穿孔を閉鎖した。術後 2 日目に退院となり、半年以上経過したが、再穿孔を認めなかった。また術後聴力
は 13.8dB で A-B gap は消失した。

症例 2　58 歳、男性
主訴　左耳漏、左難聴
現病歴
15 年前に左中耳炎に罹患し、以後、左耳漏を反復していた。57 歳時、左耳漏を認め、近医耳鼻科を受

診したところ、左鼓膜穿孔を指摘された。手術目的に当科紹介となった。
鼓膜所見
左鼓膜の下 2/3 が穿孔となっており、残存鼓膜に硬化巣を認めた。外耳道前壁の突出により穿孔縁の一

部は明視下に置けなかった。
標準純音聴力検査
左 33.8dB の伝音難聴を認めた。パッチテストは陽性であった。
CT 所見
耳小骨連鎖に異常なし。鼓室内に軟部陰影なし。
経過
内視鏡下に鼓室形成術 1 型をおこなった。症例 1 と同様に鼓膜上皮層と固有層の間で剥離を行い、穿孔

縁まで剥離操作を進めた。残存鼓膜には硬化巣を認めた。また穿孔を介して、キヌタ長脚周囲に肉芽を認
めたため、これを除去した。剥離部からの出血が目立ち、手術操作に難渋した。側頭筋膜を鼓膜上皮層と
固有層の間に挿入した後、鼓膜上皮層を元に戻し、鼓膜穿孔を閉鎖した。術後 2 日目に退院となり、半年
以上経過したが、再穿孔を認めなかった。また術後聴力は 21.2dB で A-B gap は 5dB 程まで減少した。

考察
いずれの症例も内視鏡下に片手操作でサンドイッチ法を行い、鼓膜穿孔を閉鎖することができたが、剥

離部からの出血で手術操作が難しくなる時があり、適切な層での剥離と筋膜の挿入を行うためには出血の
コントロールがより重要であると考える。内視鏡下に鼓膜形成術を行う場合、手術操作の簡便さや出血の
少なさでは接着法やアンダーレイ法が優れており、大穿孔や辺縁穿孔の症例に対してサンドイッチ法を選
択肢に加えていくためには、3 hands technique を採用するなどの改良が必要であると考える。
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慢性穿孔性中耳炎に対して TEES を施行した症例における 
パッチテスト気骨導差残存要因の検討

窪田　俊憲、伊藤　　吏、古川　孝俊、松井　祐興、後藤　崇成、阿部　靖弘、 
鈴木　祐輔、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】当教室では、慢性穿孔性中耳炎に対する鼓膜形成術を経外耳道的内視鏡下耳科手術
（Transcanal Endoscopic Ear Surgery: TEES）で施行している。鼓膜大穿孔症例、穿孔縁周囲
の石灰化病変を除去すると大穿孔となる症例、穿孔縁の糊代が十分でない症例、パッチテストに
て気骨導差が残存する症例に対しては、tympanomeatal flap を挙上し中耳腔の点検を施行、移
植片を under lay にて貼付する術式を選択している。今回、パッチテストにて気骨導差が残存し
た症例の要因について検討したので報告する。

【方法】2012 年 4 月から 2017 年 4 月までに山形大学医学部附属病院にて慢性穿孔性中耳炎とし
て TEES（鼓室形成術 I 型、under lay 法）を施行した 64 耳を対象とした。接着法を施行した症
例は全例パッチテストにて気骨導差が消失することを確認しており本対象より除外している。
パッチテストの結果で気骨導差残存症例については、手術記録と手術動画より後方視的に要因を
検討した。

【結果】パッチテストにて気骨導差が消失したのは 27 耳、気骨導差が消失しなかったのは 29 耳、
外耳道形態などで施行できなかったのは 6 耳であった。尚、パッチテストを施行できなかった症
例は、鼓膜小穿孔でも tympanomeatal flap を挙上し耳小骨の可動性を確認している。

気骨導差が消失しなかった29耳の要因は、前上象限鼓膜硬化病変によるツチ骨可動制限が8耳、
上鼓室耳小骨外側の肉芽病変が 7 耳、前ツチ骨靭帯の硬化が 4 耳、アブミ骨固着が 2 耳、ツチ骨
と鼓室岬角の接着が 2 耳、穿孔縁の肉芽が 2 耳、ツチ骨柄と鼓膜の離開が 1 耳、キヌタ骨長脚部
への鼓膜癒着が 1 耳、不詳が 2 耳であった。

【考察】パッチテストにて気骨導差が消失しなかった 29 耳中 27 耳（93％）で要因を確認するこ
とができた。上鼓室肉芽病変やツチ骨と鼓室岬角の接着などは、術前 CT 画像よりある程度予測
することは可能である。一方、前上象限鼓膜硬化病変によるツチ骨可動制限、前ツチ骨靭帯の硬
化、アブミ骨固着は術前診断することは困難であり、術中に耳小骨の可動性を確認することで診
断ができる。前上象限鼓膜硬化病変や前ツチ骨靭帯硬化はいずれもツチ骨前方の病変であり、顕
微鏡下では術野の確保や手術操作が難しい部位である。同部位の病変の診断や除去は、広角な術
野が得られる TEES を用いることでより確実に行えると考えられた。

【まとめ】慢性穿孔性中耳炎のパッチテストで気骨導差が消失しない要因として前上象限鼓膜硬
化病変によるツチ骨可動制限と上鼓室耳小骨外側の肉芽病変が要因として多かった。パッチテス
トで気骨導差が消失しない症例では、tympanomeatal flap を挙上し耳小骨の点検をする必要が
あり、パッチテストは慢性穿孔性中耳炎の術式を検討に必須の検査と考えられた。
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鼓膜穿孔に対する術前評価基準作成の試み： 
スコア評価基準の客観性および有用性の検討

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

【はじめに】
鼓膜穿孔に対する手術は、耳鼻咽喉科専門医制度の専門研修記録簿の中で「指導医のもとで自

ら実施できる」耳科手術として位置づけられており、耳科手術初学者のための比較的容易な手術
ともいえる。しかしながら、適切な術式選択を誤った結果、穿孔が閉鎖しなければ、患者満足度
の低下および若手医師の耳科手術へのモチベーション低下にもつながる可能性がある。また、鼓
膜穿孔に対する手術術式については、多くの成書において解説がなされ、更に多数の施設でその
成績が報告されているが、客観的な術前評価基準は現在まで設けられていない。そこで、当科で
は、鼓膜穿孔の術前評価を目的として、簡便かつ客観的な 2 種類のスコア評価基準（術前スコア・
術後予測因子スコア）を作成し、スコア評価基準の導入前後における術式選択と術後成績につい
て検討し、2017 年の耳科学会で報告した。術前スコアは、術式を適切に選択することを目的と
して考案した評価基準であり、術後予測因子スコアは、再穿孔リスクの予測をし、予防および対
策をすることを目的として考案した評価基準である。このうち術前スコアの観察項目は、1. 穿孔
の大きさ、2. 外耳道からの穿孔縁の視野、3. 鼓膜石灰化の程度、4. 穿孔縁とツチ骨柄の関係、5. 穿
孔縁と鼓膜輪の関係の 5 項目（各 0 ～ 2 点：計 10 点満点とし 0 点を穿孔閉鎖手技が容易）とした。
今回、2 種類のスコア評価基準のうち術前スコアの客観性および有用性について検討したので報
告する。

【対象と方法】
2013 年から 2016 年までの 4 年間に福島県立医科大学附属病院耳鼻咽喉科において 2 種類のス

コア評価を行い手術を施行した鼓膜穿孔例のうち、術後6ヶ月以上の経過観察がなされた21耳（19
例）を、術前スコアの客観性および有用性を検討するための対象とした。性別は男性 9 名、女性
10 名で、年齢は 9 歳～ 75 歳（平均 44.7 歳）であった。これらの症例の内視鏡で撮影された鼓膜
所見を中耳専門外来を 3 年以上担当する耳鼻咽喉科医（以下、専門外来担当医）3 名、中耳疾患
の診療経験が少ない耳鼻咽喉科診療 1 ～ 3 年目の専攻医（以下、専攻医）3 名、音声・嚥下専門
外来を担当する耳鼻咽喉科専門医（以下、一般耳鼻咽喉科医）3 名の計 9 名がスコア評価基準（術
前スコア）に従い評価した。なお、これらの検討における統計学的解析では、p 値が 0.05 未満を
有意水準とし、解析法として Spearman の順位相関分析を使用した。

【結果】
症例ごとに 5 項目それぞれのスコア平均を求め、専門外来担当医と専攻医・一般耳鼻咽喉科医

とでスコアを対比した。その結果、5 項目中 4 項目（「外耳道からの穿孔縁の視野」を除く）に
おいて専門外来担当医と専攻医・一般耳鼻咽喉科医の評価結果には、有意な正の相関が認められ
た（Spearman の順位相関係数、いずれも有意確率 p＜0.05）。

【考察】
当科で考案したスコア評価法の客観性を検証するために、専門外来担当医、専攻医・一般耳鼻

咽喉科医が、鼓膜の内視鏡写真を観察しスコア評価した。結果、4 項目において有意な相関がみ
られ、中耳疾患を専門とする耳鼻咽喉科医でなくても、このスコア評価法を用いることで鼓膜穿
孔の所見を客観的に評価できる可能性を示しており、鼓膜穿孔閉鎖術に対する術式選択を適切に
行うことができると考えられた。しかしながら本検証では、内視鏡で撮影された鼓膜所見の評価
を行っていたため、本来、顕微鏡で直接観察すると容易に判断可能な外耳道の狭さの評価が適切
に行われなかった可能性があり、外耳道からみた穿孔縁の視野の評価においては、耳科手術経験
の少ない専攻医・一般耳鼻咽喉科医と専門外来担当医の相関が認められなかった。今後は、内視
鏡写真所見ではない実際の顕微鏡下でのスコア評価の有用性および客観性について検討したい。

【参考文献】
大槻ら．Otol Jpn 27(4): 392, 2017（抄録集）
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CO2 レーザーを用いた湿潤鼓膜の治療経験

玉江　昭裕、野田　哲平、岡　　正倫
国家公務員共済組合連合会浜の町病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

鼓室形成術後や慢性的な鼓膜炎の際などに鼓膜が粘膜化生した湿潤鼓膜に遭遇することがしば
しばある。聴力には影響しないことが多いが、湿潤環境にあるため時に炎症が急性増悪して多量
の耳漏を認めるなど患者の QOL の低下につながる。急性増悪に対しては洗浄や抗菌薬の使用を
行えば耳漏を止めることはできるが粘膜化生した鼓膜を完全に乾燥させるのは難しい。以前演者
は洗浄、抗菌薬、ブロー液、硝酸銀処置など様々な治療を試したものの治療に難渋していた。最
近は、CO2 レーザーで粘膜化生した部分を蒸散する治療を行っておりその治療経験について発
表する。使用機材はルミナス社の CO2 レーザーで OtoLAM ハンドピースを用いている。症例 1　
50 歳女性　鼓膜炎に対して 2 回のレーザー治療を行い鼓膜は乾燥。症例 2　21 歳女性　CWD で
開放された乳突洞と鼓膜が湿潤しており、鉗子による肉芽除去とレーザー治療 2 回施行し乾燥。
鼓膜穿孔を認めたが処置にて閉鎖。症例 3　48 歳女性　慢性中耳炎に対する鼓室形成術後 3 年の
湿潤鼓膜。レーザー治療 1 回で乾燥。症例 4　75 歳男性　弛緩部型真珠腫に対する鼓室形成術後
4 年で軟骨で scutum 再建した部分が湿潤。レーザー治療を 2 回行うが改善できず。症例 5　22
歳男性　上咽頭癌放射線治療後の滲出性中耳炎に対するチューブ留置後の小穿孔閉鎖後に肉芽。
レーザー治療 4 回と鉗子による処置で乾燥。症例 6　12 歳男性　慢性中耳炎に対する鼓室形成術
後 2 か月。レーザー治療 1 回で湿潤範囲は縮小。症例 7　71 歳女性　鼓膜炎に対して 2 回のレー
ザー治療を行い鼓膜は乾燥。【考察】粘膜化生した湿潤鼓膜をレーザーにより蒸散することで周
囲の正常な角化上皮が進展して乾燥した鼓膜が得ることができたと考える。現在は粘膜化生した
部分が肉眼的にある程度同定できてレーザーの照射可能範囲にとどまっている場合を対象として
治療している。ただ、うまくいかない症例もあり、どのような場合が適応となりやすいか今後も
症例を重ねて検討したい。
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浅在化鼓膜に対する修正手術後再浅在化の CT 画像における予測因子

寺村　　侑 1、樫尾　明憲 2、星　雄二郎 2、松本　　有 2、岩崎　真一 2、山岨　達也 2

1 公立昭和病院　耳鼻咽喉科、2 東京大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科

【目的】浅在化鼓膜は中耳手術後の合併症のひとつで、鼓膜が本来の位置より外側に偏移し中耳
伝音機構と離断するために伝音難聴を生じる病態である。再手術後も再度浅在化する症例は少な
くなく、しばしば治療に難渋するが術後再浅在化の予測因子は明らかではない。再浅在化の発症
機序も不明な点が多いが、再建鼓膜が外耳道前壁の張り出した箇所から再浅在化した報告があり、
外耳道形態が再浅在化に関与していると推察される。今回、我々は術前 CT を用いて、外耳道前
壁の張り出しを鼓膜と外耳道のなす角度として評価し、再浅在化との関連を検討した。【対象と
方法】2007 年 1 月から 2016 年 12 月までに東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科で複数の術者に
より術後性浅在化鼓膜に対する修正手術を施行し、術後 6 ヵ月以上経過観察し得た 17 名 18 耳を
対象とし、術前の側頭骨 CT を解析に用いた。CT は軸位断でツチ骨の下端に相当する高さを基
準とした。鼓膜の位置が浅在化した耳では外耳道と鼓膜の角度は計測困難であり、その代理指標
として外耳道と耳管の角度（添付図 1）を用いることとした。まず、代理指標の妥当性を検討す
る目的で、健常耳での鼓膜と耳管の角度を検討した。さらに浅在化鼓膜の耳を、術後フォローアッ
プ時に再浅在化した例および再浅在化しなかった例に分類し、それぞれ外耳道と鼓膜の角度を比
較した。【結果】健常耳として、今回解析を行った浅在化鼓膜の耳の対側耳のうち病的所見を認
めなかった 12 耳を用いた。これらの鼓膜と耳管の角度は平均 112.7 度で、標準偏差 6.2 度、変動
係数 0.055 とばらつきが少なかった。このことから外耳道と鼓膜の角度の幾何的な代理指標とし
て外耳道と耳管の角度を用いることが妥当と考えられた。浅在化鼓膜に対する修正手術後に再浅
在化したものは 12 耳で、再浅在化を認めなかった耳は 6 耳であった。18 耳の術後経過観察期間
は平均 28.6 ヵ月であった。術前 CT において外耳道と耳管がなす角度は、修正手術後に再浅在
化した耳では 154.8 度（95%CI:149.1 to 160.6）であったのに対し、再浅在化しなかった耳では
130.5 度（95%CI: 120.2 to 140.8）と有意差を持って小さかった（p＜0.005、添付図 2）。【考察】
外耳道と耳管の構成する角度は鼓膜と外耳道の角度の代理指標となり得る。側頭骨 CT において
外耳道と耳管の角が小さいことと、浅在化鼓膜に対する再手術後の再浅在化し易さとの相関が示
された。これは広い外耳道の作成が修正術式の要点であると指摘する諸家の報告に矛盾しない。
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高度な術後浅在化鼓膜に対して長い人工耳小骨使用例の検討

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

【はじめに】
浅在化鼓膜に対する治療には、従来から鼓膜を内側へ push back しできるだけ正常な位置に

鼓膜を形成する方法がある。浅在化した鼓膜を外耳道皮膚として前方へ翻転するなどし、できる
だけ外耳道前壁の骨露出範囲を縮小するなどの報告がある。しかし、高度な浅在化例では外耳道
前壁の骨露出範囲が拡大し、筋膜などで骨露出部を被覆することになる。術後耳処置を長期間行
うが、結果的に再度浅在化する例を少なからず経験する。そこで、高度な術後浅在化鼓膜例では
鼓膜の位置を変えず長い人工耳小骨で伝音再建する方法の報告があり、当院でも長い人工骨によ
る伝音再建した例について聴力改善成績を中心に検討した。

【対象】
2016 年 1 月から 2017 年 12 月までの 2 年間で高度な術後浅在化鼓膜に対して長い人工耳小骨

を使用し伝音再建した 7 例について検討した。年齢は 21 歳～ 79 歳（平均年齢；54.9）であり、
性別では、男性 2 耳女性 5 耳であった。前回手術が当院で施行したものが 3 耳、他院で施行され
たものが 4 耳であった。

【結果】
日本耳科学会の術後聴力成績判定基準では、気骨導差 15dB 以内が 7 耳中 5 耳、聴力改善

15dB 以上が 7 耳中 6 耳、聴力レベル 30dB 以内が 7 耳中 2 耳であり、いずれかを満たすものが 7
耳中 7 耳（100%）であった。また、術後気骨導差（4 分法）については、11 ～ 20dB が 3 耳、
21 ～ 30dB が 4 耳であった。

なお、術後鼓膜の状態はすべて乾燥耳であった。

【考察】
高度な術後鼓膜浅在化に対して長い人工耳小骨を使用した例での聴力成績は非常に良好な結果

であった。しかし、長い人工耳小骨を安定させつつ、良好な位置に保持するのには工夫が必要で
ある。本検討でも、7 耳中 1 耳は術後早期に人工耳小骨が大きく偏移したため聴力改善が乏しく
再手術となっている。また、アブミ骨頭（アブミ骨底板）と浅在化鼓膜との関係が大切であり、
直線的な位置関係にない場合は長い人工耳小骨を使用することが困難である。外耳道骨部の新生
骨があるため使用できないケースや外耳道奇形とおもわれる額関節の張り出しにより長い人工耳
小骨の留置に苦労したケースなども存在する。今回症例を提示しつつ、当科で行う長い耳小骨の
安定化の工夫や問題点などについても手術ビデオ供覧しながら報告する。
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当科における浅在化鼓膜症例に対する手術の工夫

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

〈はじめに〉浅在化鼓膜は鼓膜面が鼓膜輪よりも外側に変位した状態であり、中耳・外耳手術後
に生じる合併症の一つである。鼓膜面が耳小骨連鎖と離れてしまうため耳閉感や難聴などの症状
を生じ、伝音難聴を来たす。聴力改善のためには手術が必要であるが、術後、鼓膜の再浅在化が
生じやすく治療が困難である。今回我々は当科における浅在化鼓膜症例について症例を提示しな
がら治療成績、再浅在化予防の工夫について報告する。〈方法〉当科にて 2015 年 1 月から 2018
年 3 月までの期間に手術を施行した浅在化鼓膜症例について患者背景や手術術式、術後経過など
の臨床像について検討した。〈結果〉対象期間に当科で施行された鼓室形成手術 505 例のうち、
浅在化鼓膜症例は 6 例で全例男性であり、手術時の年齢は 34 ～ 84 歳（平均 59.8 歳）であった。
全例耳手術歴があり、術後 7 年から 26 年（平均 20.3 年）経過していた。6 例中 4 例は浅在鼓膜
から鼓室内にかけて炎症性の肉芽組織が混在しており、1 例は鼓室内から乳突洞内にかけて真珠
腫形成を認めた。手術に関しては本来の鼓膜輪の高さに新たに鼓膜を形成する方法も報告されて
いるが、当科では浅在化鼓膜の高さにあわせて耳小骨の再建を行うようにしている。本報告でも
6 例のうち 5 例は浅在化鼓膜をそのままとし、鼓膜と耳小骨の間に直接長い人工耳小骨もしくは
長めに加工した自家キヌタ骨を挿入し耳小骨連鎖再建を行った。残る 1 例は本来の鼓膜と浅在化
鼓膜の二重鼓膜であり、鼓膜間に充満した肉芽組織と浅在化鼓膜を除去した後に耳後部から採取
した分層植皮と側頭筋膜を用いて欠損した外耳道と鼓膜を再形成した。伝音再建は 6 例中 4 例で
IIIc、1 例で I 型、1 例で IVc とした。術後全例にて再浅在化は認めなかった。伝音再建後半年
以上経過した聴力については 4 例にて評価可能であり、2 例で耳科学会の術後聴力成績判定基準
上成功例と判定された。〈考察〉過去の報告と比較して当科の症例は術後再浅在化が生じなかっ
たものの 2 例で聴力改善が認められなかった。1 例については、通常の人工耳小骨を最長の長さ
で挿入したものの術後 CT にてコルメラと鼓膜の間にわずかな間隙があり、軟骨片での高さの補
強あるいは特注の長い人工耳小骨の使用を検討するべきであった。もう 1 例は過去の手術にて外
耳道後壁が削開され低位となっており、このためにコルメラが不安定となっているため聴力が改
善しない可能性が考えられた。その他に浅在化した鼓膜の肥厚や硬化により鼓膜の可動性が不良
となった可能性、もしくは耳管機能不全のために術後浅在化鼓膜と耳小骨との間に肉芽や線維組
織を再形成している可能性も考えられた。術後数年経過して再浅在化が生じる報告もあり、今後
は術後の画像評価など長期経過観察を行い詳細な評価を行う必要性があると考えられた。
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耳介形成術後の先天性外耳道閉鎖症の聴力改善手術の実際

高木　　明、木谷　芳晴、鳥居　紘子、松原　　彩、宮崎　和美
静岡県立総合病院

先天性外耳道閉鎖症の聴力改善手術は、近年、骨導補聴器（BAHA）、人工中耳（VSB）など
が開発されたこともあり、過去の危険な手技であり、避けるべきという意見も見られるようになっ
た。具体的には、術後の聴力成績が安定しないこと、顔面神経麻痺、耳漏持続などの合併症リス
クが挙げられている。しかしながら、昨今の自在な CT の画像処理技術を用いて術前の模擬骨削
開なども可能となり、安全な手術を行う環境が整いつつある。今回、その手術手技の詳細をビデ
オで供覧する。

【症例】19 歳女性。〈現病歴〉　生後 6 ヶ月時に両外耳道閉鎖で受診し、骨導補聴器の装用を始めた。
装用閾値は 25dB 前後で推移し、音声言語発達に問題なく、通常校を卒業した。10 才時に他施設
形成外科で両耳の耳介形成術を受けている。電話を使えるようになりたいとのことで今回の手術
となった。〈検査所見〉　聴力検査では右耳 78.8dB、左耳 72.5dB、総骨導 21dB の混合性難聴を
示した。CT では右側頭骨は含気がなく、鼓室も狭小で Jahrsdoerfer score 2 であったが、左耳
は側頭骨の含気良好で鼓室も広くアブミ骨も存在していると判断し（Jahrsdoerfer score 8）、左
耳を術側とした。〈手術〉　耳介形成術後で本来の外耳孔に相当する部位の同定は外表から不能で
あったため、CT の 3D 再構築による耳介の形態と側頭骨形態とを CT 値を操作しつつ確認、外
耳道作成部を定めた（下図）。骨削開は aditus を確認の後、Incus body を同定し、long crus へ
と辿った。長脚は露出した顔面神経と接し、その先端は stapedius tendon と思われる結合織が
付着していた。アブミ骨頭は消失し、stapedius tendon が後脚側に付着していた。脚は顔面神経
と接していたが動きは良好であった。Atretic plate を前下方に削除し、鼓膜に相当する部を広
く確保した。Malleus は incus body と一塊となっており、その骨を加工してコルメラとした。
コルメラ上に大きめの側頭筋膜を置き、さらに大腿部より採取した大きさ 5×5cm、split-
thickness skin 0.25mm をそのまま巾着状に遊離縁が外耳孔側になるように挿入した。外耳孔形
成では剰余の軟骨を切除しつつ、皮弁遊離縁を生体糊で固定してメローセルを留置した。手術時
間は 1 時間 52 分であった。〈経過〉術後、特に問題なく経過して 5 日目に退院した。術後 21 日、
外来で耳内メロ - セルを完全抜去した。移植皮膚は順調に生着、乾燥し、術後 5 ヶ月の聴力は
32.5dB となり、40dB 改善した。電話をかけることが可能となった。
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術後 60 年以上経過して発見された後天性外耳道閉鎖症の一例

高橋　幸稔 1、宮下　武憲 1、星川　広史 1、稲本　隆平 2

1 香川大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 小豆島中央病院　耳鼻咽喉科

【症例】　70 歳女性。2 歳時に右耳手術既往あり。2 週間前からの右耳痛を主訴に、近医脳神経外
科を受診した。頭部 MRI 検査では T2 強調画像と拡散強調画像にて右外耳道に高信号を示す病
変をみとめたため、精査加療目的に当院紹介となった。初診時、右外耳道入口部は閉鎖していた。
標準純音聴力検査では右 61.7dB（3 分法）の混合性難聴を認めた。側頭骨 CT 検査では鼓室、乳
突洞内は軟部陰影で充満し、外耳道内側は軟部陰影で軽度拡大し、外耳道外側部分は一部含気を
認めた。局所麻酔下に入口部の狭窄部位をメスで切開し鉗子で開大すると、内部は多量の白色堆
積物（debris）と膿性耳漏で充満していた。debris を除去していくと、膿付着した 10×50mm
程度のガーゼを認めた。外耳道壁は全周性に高度の炎症と一部上皮欠損・骨露出を認めた。鼓膜
は内側に圧排され菲薄化していたが、穿孔は認めなかった。外耳道入口部を鉗子で開大した後、
メロセル R を留置し、ベタメタゾン点耳とオフロキサシン点耳を行った。その後、外来にて 2 週
間おきに外耳道の開大処置および外耳道の処置を継続した。初診から 3 ヶ月時点での中耳 CT 検
査では、鼓室および乳突洞内の軟部陰影は軽快した。初診から 8 ヶ月時点で外耳道は上皮化が進
み、入口部は径 13mm 程度まで拡大した状態で安定化したため、自己で取り外しが可能なチュー
ブ付き耳栓に切り替えた。聴力は 46.7dB に改善した。

【考察】　本症例は右耳手術後に生じた後天性の外耳道狭窄であり、上皮が閉塞した外耳道に残っ
ていたため、真珠腫の形成に至ったと考えられた。また術後処置の際に留置したと思われるガー
ゼが遺残し、感染、炎症の一因となったと考えられた。外耳道狭窄に真珠腫を合併した報告は複
数散見されるが、本症例のように術後に狭窄・閉塞をきたし、その 50 年以上経過後に真珠腫を
合併した症例はまれである。真珠腫による中耳・内耳破壊はなく鼓膜外側に限局していたため、
外来での外耳道開大、debris 除去で軽快した。狭窄が遷延する場合は外耳道形成術も考慮される
が、メロセル R を留置することで狭窄部位を開大させ安定化させることができた。処置を繰り返
す度に外耳道は少しずつ開大でき、その径にあわせてメロセル R をトリミングし点耳液で膨張さ
せることで、持続的に開大できた。

本症例では右耳は健康診断のたびに聴力検査で要精査となり複数の耳鼻咽喉科を受診していた
が、耳珠軟骨の低形成もあり、先天性外耳道閉鎖症として経過観察されていた。耳痛で脳外科を
受診し、MRI を撮影したことで外耳道真珠腫が発見された。後天性外耳道閉鎖症では外耳道真
珠腫形成を疑う必要があり、また、先天性外耳道閉鎖症であってもまれに外耳道真珠腫を合併す
ることから、長期間にわたり外耳道破壊による症状がない場合でも、側頭骨 CT にて画像評価を
行い、外耳道真珠腫形成が疑われる場合は MRI（拡散強調像）での精査が必要であると考えら
れた。
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当科における後天性外耳道狭窄症に対する外耳道形成術の工夫

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

外耳道狭窄症は先天性、後天性に分類され、一般に先天性の狭窄が骨性狭窄であるのに対し、
後天性ではほとんどが外傷や炎症、腫瘍などが原因で生じる瘢痕や肉芽による繊維性狭窄である。
聴力の改善を希望された場合には外耳道形成術の適応となるが、術後の経過中に再狭窄を来す症
例も多く慎重な対応が必要である。今回我々は、後天性外耳道狭窄症に対し手術加療を行った症
例について検討し、当科における後天性外耳道狭窄症に対する外耳道形成術の工夫について報告
する。

対象は平成 27 年 1 月より平成 30 年 3 月までに当科で鼓室形成術を施行した全 507 例中、後天
性外耳道狭窄（骨腫を除く）が確認された 4 例であり、平均年齢 67.8 歳（52 歳～ 79 歳）、男性
2 例、女性 2 例であった。全例狭窄部の外耳道皮膚で製作した flap を用いて外耳道の前方 1/3 周
を形成し、残りの後方 2/3 周は大腿部より採取した遊離皮弁にて形成を行った。術後の外耳道再
狭窄は全例で認められなかった。

症例は 52 歳女性、慢性的な右耳漏のため近医で定期耳処置を数年来受けるも改善なく、局所
麻酔下外耳道肉芽切除術を複数回施行されるも再増悪を繰り返しているため精査加療目的に当科
紹介受診した。外耳道は高度狭窄であり、聴力検査にて気導 25dB、骨導 12.5dB と気骨導差を認
めた。CT にて軟部組織により外耳道が高度に狭窄していることが確認された。耳後部アプロー
チにて外耳道形成術を施行した。外耳道皮膚と結合織を併せて外耳道骨より剥離後、皮下の余分
な線維組織をできる限り切除した。カップ状になった狭窄部外耳道の入口部付近で 1/2 周分横軸
に slit を入れ、その slit 両端より更に縦軸に slit を 2 本入れたものを翻転することで帯状の外耳
道 flap を製作した。Flap を用いて外耳道入口部から鼓膜輪まで新たな外耳道の前方 1/3 周を被
覆し、残りの 2/3 周に大腿部より 1.5cm×1.5cm、厚さ 0.05mm 以下の遊離皮弁を採取し移植した。
鼓膜の穿孔も確認されたため、併せて鼓室形成術 1 型を施行した。

外耳道形成術における重要な点は如何に新たに作成された外耳道の血流を維持し、再狭窄を来
さない自浄作用をもつ外耳道を作成するかということである。退院後は 2 週毎に 3 ヶ月間、外来
にて軟膏タンポンガーゼ交換を行い経過観察中であるが、今後も再狭窄の可能性は否定できない
ため、長期的な経過観察が必要と考えられた。
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当科での外耳道真珠腫に対する外耳道形成後の 
治癒不良例についての検討

三谷　彰俊 1、小西　将矢 1、阪本　大樹 1、井原　　遥 2、河内　理咲 1、 
福井　英人 2、岩井　　大 1

1 関西医科大学　附属病院、2 関西医科大学　総合医療センター

【はじめに】当科では外耳道骨破壊があり debris 除去が外来加療で清掃困難な進展型の外耳道真
珠腫（Naim 分類 III ないし IV）に対して外耳道形成ないし拡大外耳道形成を行なっている。今
回我々は当科で手術加療を施行した進展型外耳道真珠腫症例のうち、再発例ないし術後 1 年以内
に治癒状態とならなかった経過不良例で再手術（revision surgery）に及んだ症例を中心に病因・
術式（original /revision surgery）を含めて検討した。

【症例】2012 年 1 月から 2017 年 4 月まで当科で手術加療を施行した進展型外耳道真珠腫 60 例 64
耳のうち、再発例ないし術後 1 年以内に治癒状態とならなかった経過不良例は 11 例 12 耳（19%）。

【結果】revision surgery を施行したのは 10 例 11 耳であり、うち 6 耳は真珠腫の再発（遺残性
が 1 例、再形成性が 5 例）、5 耳は鼓膜穿孔に対する手術であった。再手術を行わなかった 1 例
は鼓膜穿孔残存例で再手術を希望されず保存的加療の選択となった。経過不良例 11 例のうち透
析患者は 5 例と半数近くに及んだ。経過不良例 12 耳のうち 10 耳は stage IV の高度進展型の外
耳道真珠腫であり、真珠腫再発耳6耳のうち2耳は初回手術が内視鏡下の耳内approachであった。

【考察】外耳道真珠腫の病態は微小血管障害に起因するところが大きいと考えられている。加え
て微小循環障害がきたしやすい背景があれば外耳道形成後の治癒過程においても形成 graft の非
生着や脱落などから再形成性再発（骨欠損）や鼓膜穿孔・上皮欠損をきたすと考えられる。透析
患者の上皮（皮膚）においても微小血管障害が健常人に比べて起こりやすいと報告されているこ
とから、潜在的に透析患者は組織生着が key となる外耳道形成において再形成再発や graft の生
着遅延からの鼓膜穿孔等をきたしやすいと考える。ただし、例え微小循環障害をきたしやすい背
景があったとしても十分な骨・上皮組織を含めた新鮮化を行えば良好な組織生着を目指すことは
可能であると考えるとともに、逆に不十分視野で十分な組織新鮮化ができない状況下では例え良
好な創傷治癒環境が整っていても微小循環不全部の残存等から組織生着は測れず、外耳道形成後
の再形成性再発や鼓膜穿孔を招く結果となると考える。
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先天性外耳道閉鎖症・狭窄症における術中の 
鼓索神経出現を予測する因子についての検討

星　雄二郎、樫尾　明憲、松本　　有、岩崎　真一、山岨　達也
東京大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】中耳手術における合併症に鼓索神経の損傷による QOL の低下があげられる。先天
性外耳道閉鎖症・狭窄症では、耳小骨の形態異常とともに鼓索神経の走行異常が認められ特に注
意する必要がある。しかしながら、先天性外耳道閉鎖症・狭窄症における鼓索神経の評価を行っ
た報告は過去にない。今回我々は、先天性外耳道閉鎖症・狭窄症における鼓索神経の術野への出
現について検討し、耳小骨の形態異常および顔面神経の走行・形態異常との関連について検討し
たので報告する。【対象と方法】過去 10 年に当科で初回の耳科手術を施行された先天性外耳道閉
鎖症・狭窄症症例のうち、手術記録で鼓索神経について言及のあった症例を、術中に鼓索神経が
現れた群と現れなかった群に分け、手術記録における耳小骨の形態異常、顔面神経の露出及び走
行異常の有無との関連につき解析した。耳小骨の形態異常については、Malleus の handle の奇
形および Malleus の固着の有無、Incudostapedial joint 離断の有無、Stapes の形態異常の有無を
それぞれ評価した。【結果】閉鎖症は 36 例、狭窄症は 29 例であった。閉鎖症の年齢分布は 9 歳
～ 75 歳で中央値は 13 歳であり、男性 23 例、女性 13 例、術側は右が 22 例、左が 14 例であった。
狭窄症の年齢分布は 4 歳～ 49 歳で中央値は 12 歳であり、男性 17 例、女性 12 例、術側は右が
17 例、左が 12 例であった。鼓索神経が術野に認められた症例は外耳道閉鎖で、10 例（28％）、
狭窄症で 10 例（34％）であった。手術記録における耳小骨奇形の有無について、閉鎖症では
Malleus の固着（Melleus Bar を含む）が 47%（17/36 例）、Incudostapedial joint 離断が 36%（13/36
例）で見られた。Stapes の形態の記載があった 30 例中、形態異常が指摘された症例は 11 例（37％）
であった。顔面神経の走行について記載のあった 33 例中 25 例（76％）で顔面神経の露出または
over hang が見られた。2 分走行や、鐙骨の下方走行といったいわゆる顔面神経の走行異常症例
は認めなかった。狭窄症では Malleus の固着（Melleus Bar を含む）が記載のあった 27 例中 12
例（44％）、Incudostapedial joint 離断が記載のあった 28 例中 15 例（54％）、Stapes の形態につ
いては記載のあった 20 症例中 10 例（50％）で形態異常を認めた。顔面神経についての記載のあっ
た 23 例中の露出または over hang を認めた症例は 14 例（61％）で見られた。顔面神経の 2 分
走行を 1 例で認めた。これらについて術中の鼓索神経同定群と非同定群で比較したところ、外耳
道閉鎖症における鼓索神経非同定群では Malleus の固着がある症例（p＜0.05）および顔面神経
の露出または over hang 症例（p＜0.001）で有意に多かった。狭窄症では、Malleus の固着があ
る症例が鼓索神経非同定群で有意に（p＜0.01）多かった。【考察】外耳道閉鎖症および狭窄症に
おける術野への鼓索神経の出現率は 30％程度であり、鼓索神経の走行異常の頻度が高いことが
推測された。鼓索神経は第 2 鰓弓由来である顔面神経の分枝であるため、第 1・2 鰓弓の異常由
来する先天性外耳道閉鎖症・狭窄症では走行異常の頻度が高いことが推測された。Malleus の固
着がない症例では外耳道閉鎖・狭窄のいずれにおいても鼓索神経の術野への出現率が高く、今後
術前における側頭骨 CT 評価において、Malleus の固着の有無を正確に評価する手段を確立する
ことが、鼓索神経の損傷を予防するにあたり有用であることが推測された。
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ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）における 
好中球細胞外トラップの発現

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

【はじめに】抗好中球細胞質抗体（anti-neutrophil cytoplasmic antibody: ANCA）関連血管炎症
候群（ANCA associated vasculitis: AAV）は原因不明で難治性の全身性疾患である。多発血管
炎性肉芽腫症（granulomatosis with polyangiitis: GPA）、顕微鏡的多発血管炎（microscopic 
polyangiitis: MPA）、 好 酸 球 性 多 発 血 管 炎 性 肉 芽 腫 症（eosinophilic granulomatosis with 
polyangiitis: EGPA）などの総称で、腎臓・肺・神経などに多彩な症状を引き起こす。上気道感
染を契機に発症することが知られており、耳鼻咽喉科領域においては、AAV に伴う難治性中耳
炎（otitis media with ANCA associated vasculitis: OMAAV）が注目されている。患者血清中に
ANCA が高率に存在し、疾患の活動性と ANCA 抗体価の相関性が認められるため、ANCA の
疾患発症への関与が示唆されるが、その機序は明らかにされていない。近年、好中球細胞外トラッ
プ（neutrophil extracellular traps: NETs）が ANCA 産生に関与する可能性が示唆されている。
NETs は、好中球の持つ抗菌作用の一つで、活性化した好中球から放出された線維性のマトリッ
クスから生じた網状の物質である。NETs の内部には ANCA の主たる対応抗原である
proteinase 3（PR3）や myeloperoxidase（MPO）が存在し、ANCA の産生に NETs が重要な役
割を果たすとされている。我々は、GPA・MPA・EGPA に伴う難治性中耳炎患者の中耳貯留液
を用いて、中耳腔における NETs の存在を報告した（文献）。しかしながら、耳鼻咽喉科領域に
限局した AAV は、GPA・MPA・EGPA の診断基準を満たさない症例も少なくない。確定診断
に難渋している間に、急速な全身型への移行、難聴の進行、肥厚性硬膜炎・顔面神経麻痺の合併
などを起こすため、早期の診断確定と治療開始が望まれる。【目的】OMAAV 患者における中耳
貯留液を用いて NETs の存在を確認する。【対象】2015 年 4 月から 2018 年 3 月までの期間に、
当院で治療した OMAAV 患者 21 例を対象とした。GPA 5 例、MPA 5 例、EGPA 5 例であり、
GPA・MPA・EGPA の診断基準を満たさない症例は 6 例であった。【方法】OMAAV 患者を対
象群、滲出性中耳炎患者をコントロール群として、中耳貯留液を鼓室内穿刺にて採取した。中耳
貯留液中の MPO-DNA 複合体を NETs と定義して、ELISA 法にて測定を行った。【結果】測定
された中耳貯留液中の MPO-DNA 複合体は、対象群　0.17 ～ 3.5 OD405（中央値　0.50 OD405）、
コントロール群　0.11 ～ 0.22 OD405（中央値　0.13 OD405）であり、対象群で有意に高値を示
した（p＜0.001）。特に、GPA・MPA・EGPA の診断基準を満たさない OMAAV 症例において
測定された中耳貯留液中の MPO-DNA 複合体は、0.17 ～ 1.2 OD405（中央値　0.50 OD405）で
あり、コントロール群と比較して有意に高値を示した（p＜0.001）。【考察】AAV の初発症状と
して中耳炎を呈することが多く、この中耳炎の段階において、AAV に伴う難治性中耳炎である
のか、それとも単なる滲出性中耳炎であるのかを鑑別することは容易ではない。この点で、中耳
貯留液中の NETs の存在が確認されたことは、早期の治療戦略構築の上で非常に意義深いもの
となりうる。

【文献】
Morita S, et al.: Elevated Level of Myeloperoxidase-Deoxyribonucleic Acid Complex in the 

Middle Ear Fluid Obtained From Patients With Otitis Media Associated With Antineutrophil 
Cytoplasmic Antibody-associated Vasculitis. Otol Neurotol 39(4): e257–e262, 2018.
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ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）鼓膜スコアの提唱 
～滲出性中耳炎との鑑別のために

森田　由香、高橋　邦行、大島　伸介、野々村頼子、八木　千裕、小木　　学、 
山岸　達矢、泉　　修司、堀井　　新

新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科

【はじめに】
OMAAV の中耳炎型は、主に滲出性中耳炎型と肉芽性中耳炎型に分けられ、全国調査の結果では、滲

出性中耳炎型が 47％、肉芽性中耳炎型が 43％、中耳炎を伴わず鼓膜所見に異常を認めない正常型が 10%
であった。肉芽性中耳炎型では、OMAAV、好酸球性中耳炎、腫瘍性疾患など特殊病態が初診時から鑑
別に挙げられるが、滲出性中耳炎型では鼓膜所見から OMAAV を疑うことは困難で、通常の治療に抵抗
性である場合に初めて OMAAV を疑うことになる。しかし、経験上、滲出性中耳炎型 OMAAV でも詳
細に観察すると、液貯留以外に鼓膜肥厚、血管拡張、後壁腫脹など血管炎に由来する特徴的な所見が存在
する。本研究ではこれらを点数化し、鼓膜所見から OMAAV と OME を鑑別することにより OMAAV を
早期診断することを目的とした。

【対象と方法】
1）OMAAV の鼓膜所見のスコア化
当科で診断した OMAAV 患者 39 例のうち、鼓膜写真が確認できた 32 耳を対象とした。通常の OME

では見られず OMAAV に特徴的な耳内所見として、鼓膜肥厚、血管拡張、後壁腫脹の 3 項目に注目した。
各項目につき、なし：0 点、軽度：1 点、高度：2 点、判定不可（高度後壁腫脹のため鼓膜が視認できない）：
3 点として、新潟大学耳鼻咽喉科専門医 20 名が鼓膜写真から各項目を点数化し、平均を算出した。

2）OMAAV と OME の鼓膜スコアの比較
上記で使用した OMAAV 鼓膜写真をスコアの小さい方から並べ 3 の倍数に相当する順位の鼓膜所見 10

耳を抽出した。これに、OME10 耳を加えた計 20 耳について、疾患名を伏せたまま 1）と同様に点数化し、
OMAAV と OME を比較した。OMAAV 診断のための ROC 曲線を描き、各項目の AUC（Area under 
curve）を算出した。

3）OMAAV 鼓膜スコアと臨床検査・聴力との相関
2）の OMAAV 鼓膜スコアと血管炎の活動性スコアである BVAS（Birmingham Vasculitis Activity 

Score）、各臨床検査（白血球数、CRP、MPO-ANCA）、聴力（3 分法平均気導・骨導聴力、気骨導差）と
の相関を検討した。

【結果】
1）OMAAV32 耳の鼓膜所見のスコア化
OMAAV 症例の各項目の平均点は、鼓膜肥厚 1.23（0.11 ～ 2.84）点、血管拡張 1.06（0.05 ～ 2.47）点、

後壁腫脹 0.68（0 ～ 2.11）点、合計 2.98（0.16 ～ 7.37）点であった。
2）OMAAV と OME の鼓膜スコアの比較
OMAAV では、鼓膜肥厚は 1.63（0.6 ～ 2.7）点、血管拡張は 1.39（0.35 ～ 2.5）点、後壁腫脹は 1.00（0.15

～ 2.05）点、合計 4.02（1.7 ～ 7.25）点、OME はそれぞれ、0.43（0 ～ 0.8）点、0.29（0 ～ 1.05）点、0.22（0
～ 0.65）点、合計 0.94（0.1 ～ 2.3）点であった。いずれの項目も OMAAV では OME に比較して有意に
点数が高かった（p＜0.001）。ROC 曲線の AUC は鼓膜肥厚が 0.869、血管増強が 0.839、後壁腫脹が 0.778、
合計点数が 0.913 となり、合計点数の cut off 値を 2 点に設定した場合、OMAAV 診断の感度 93.0％、特異
度 74.0% であった。

3）OMAAV 鼓膜スコアと臨床検査値との相関
鼓膜スコアと BVAS、各臨床検査値、聴力との間に有意な相関はなかった。

【考察】
OMAAV39 例の臨床経験から OMAAV に特徴的な鼓膜所見として、鼓膜肥厚、血管拡張、後壁肥厚に

注目しそれぞれを点数化し、OME と比較した。いずれの所見も OMAAV で有意に高かったが、各項目
の AUC に差はなく合計点の AUC が 0.913 と最も高かった。合計点 2 点を cut off とした場合、OMAAV
診断の感度・特異度はそれぞれ 93.0%、74.0% であった。以上より、OMAAV 鼓膜スコアを用いることにより、
時に困難である鼓膜所見による OME との鑑別が可能であることが示唆された。

一方、OMAAV 鼓膜スコアと BVAS、白血球数、CRP、MPO-ANCA などの臨床所見や聴力との間に
は相関を認めなかった。臨床所見は全身性の変化の結果であり、聴力は中耳内耳の血管炎により生じた症
状である。よって、臨床所見や聴力は鼓膜所見に遅れて変動すると考えられ、OMAAV 鼓膜スコアは
OMAAV の早期診断や早期再発発見に有用なマーカーである可能性が示唆された。
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当科における好酸球性中耳炎症例の治療経過

山内　一崇、原　隆太郎、三浦　智也、工藤　直美、松原　　篤
弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

【はじめに】
好酸球性中耳炎は好酸球浸潤が著明なニカワ状の中耳貯留液（好酸球性ムチン）を特徴とする

中耳炎である。適切な治療が行わなければ、従来の中耳炎よりも難聴の進行が早い難治性の中耳
炎として認識されている。

われわれは、これまで数多くの好酸球性中耳炎患者の治療を行ってきた。当初は鼓膜チューブ
を挿入し、ヘパリン製剤やステロイドの局所投与などの治療を行ってきたが、現在では鼓膜チュー
ブの挿入は極力避け、基本となる治療薬（コントローラー）として好酸球抑制効果の期待できる
抗アレルギー薬を 2 ～ 3 種類併用し、治療開始時や症状の増悪時にはトリアムシノロンの鼓室注
入やステロイド内服をリリーバーとして投与する方法を行っている。今回は、平成 30 年 3 月の
時点で当科外来にて治療中の好酸球性中耳炎患者を対象として、各々の治療内容と経過について
検討したので報告する。

【対象と方法】
解析の対象となったのは、好酸球性中耳炎診断基準（Iino Y. et al, ANL, 2011）に該当する 33

名（男性 13 名、女性 20 名）の好酸球性中耳炎患者である。検討項目として、気管支喘息合併の
頻度、中耳炎の病型、および治療内容と中耳炎の現状などについて検討を行った。

【結果】
コントローラーとしての内服薬の投与は、PDE 阻害薬であるイブジラストに、抗ロイコトリ

エン薬もしくは抗ヒスタミン薬を加えた 2 剤併用群と、イブジラストに抗ロイコトリエン薬およ
び抗ヒスタミンを加えた 3 剤併用群に分けられた。2 剤にて加療を開始したのは 20 例（60.6%）、
3 剤にて内服加療を開始したのは 13 例（39.4%）であった。経過中に症状が悪化し、ステロイド
の投与を行った症例は 3 剤併用療法群に比較し、2 剤併用療法群で多く見られた。また、経過途
中で 2 剤から 3 剤へ追加された例は 7 例であった。

当科初診時に鼓膜穿孔が認められたのは、両側が 8 例、片側のみが 6 例であった。前医で鼓膜
切開、換気チューブを挿入され当科紹介となった例も多く存在した。また、経過が良好な症例で
は、鼓膜穿孔が自然閉鎖する症例も少なからず認められた。

プレドニゾロン内服歴は好酸球性中耳炎の治療としてだけでなく、好酸球性副鼻腔炎の術前術
後に投薬されたものも含めて 23 例（69.7%）であった。ベタメタゾン点耳はほとんどの症例で行
われていたが、経過中にトリアムシノロンの鼓室注入が行われたのは 22 例（66.7%）であった。
そのうち、最近半年間でトリアムシノロンの投与を必要としなかった症例は 15 例であった。プ
レドニゾロン内服およびトリアムシノロンの投与歴がなかったのは 6 例であった。うち 3 例で気
管支喘息を合併していたが、好酸球性副鼻腔炎を合併する症例は認められなかった。また、気管
支喘息の合併は 30 例（90.9%）に認められており、気管支喘息のコントロールが良好であった例
では、コントロール不良群と比較してトリアムシノロンの局注の頻度が少なかった。

【考察】
平成 25 年頃から当科ではコントローラーとして、イブジラスト、抗 LT 薬、抗ヒスタミン薬

の 3 剤を併用するようになった。これらの 3 剤併用群は、2 剤併用群に比しプレドニゾロン内服
やトリアムシノロンの局注の頻度が少なかったことから、好酸球性中耳炎のコントロールに有用
である可能性が示唆された。
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集約的治療を要した好酸球性中耳炎の検討

菊地さおり、高橋　英里、井田沙絵子、飯野ゆき子
東京北医療センター　耳鼻咽喉科

はじめに好酸球性中耳炎は全身の好酸球性の炎症が上気道に出現したと考えられる難治性の中
耳炎である。初期は伝音難聴であるが、混合性難聴を呈し、骨導聴力の悪化が進行することが最
大の問題である。統計では約 6％が聾となることが報告されている。本邦では 2011 年に診断基
準が提案されるに至った。しかし、まだ適切な診断、治療が行われていない症例も散見され、原
因や治療法についてもさらなる検討が必要である。今回、我々は、当院で治療を行っている好酸
球性中耳炎の中で、入院、もしくは外来にて、鼓膜穿孔を通じて外耳道への肉芽を認める症例で
は肉芽の除去、鼓室内への副腎皮質ステロイドの投与、全身的な副腎皮質ステロイド及び抗菌薬
の投与などの集約的治療を要した症例に対して検討を加えた。対象と方法 2016 年から現在まで
に当院で治療を行っている好酸球性中耳炎症例のうち、集約的治療（入院 6 例、外来 1 例）を要
し、治療後 6 か月以上経過を観察した 7 例を対象とした。粘膜が過剰に形成され肉芽状となり外
耳道側に進展している肉芽型症例と鼓膜の単純穿孔で耳漏が止まらない単純穿孔型症例があり、
7 例 14 耳のうち、肉芽型 7 耳、単純穿孔型 5 耳であった。性別は男性 5 例、女性 2 例であり、
全員に喘息の既往があった。Iino らが提唱した重症度スコア、起炎菌、治療法、聴力の変化、病
理学的検査などについて治療前と治療後の経過について検討を行った。結果重症度スコアが改善
した症例は 6 例、変化なしが 1 例であった。起炎菌は緑膿菌が 1 例、黄色ぶどう球菌が 5 例、G
型溶連菌が 1 例であり、いずれの症例も集約的治療終了後に鼓室内所見は軽快し、耳漏もほぼ消
失したが、耳漏が再度出現するとともに何らかの細菌や真菌の感染が確認された。重症度スコア
が改善しなかった 1 症例は、薬剤抵抗性の細菌に感染していた。骨導聴力は、今回の症例では有
意な閾値の上昇は見られなかった。病理組織学的には、肉芽に好中球浸潤が目立つ症例も好酸球
の浸潤が目立つ症例もあり、予後とは特に関連性を認めなかった。さらに重症度スコアが半分以
下に改善した症例を著明改善、それ以外の改善症例をやや改善として喘息の治療法、起炎菌、血
清総 IgE 値、鼓室内への副腎皮質ステロイド投与の有無、全身的副腎皮質ステロイド投与の有無、
喘息の罹患期間などについて検討したが、有意な因子は認められなかった。考察重症の好酸球性
中耳炎においても集約的治療は有効であると考えられた。しかし、再び感染を生じると増悪する。
肉芽が再度生じてくる症例では、肉芽の鉗除が有効であると思われた。その予後を左右する因子
については不明である。今後症例を増やし、さらなる検討を行いたい。
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鼓膜穿孔を有する好酸球性中耳炎に対して施行した 
鼓室形成術Ι型の 2 症例

湯浅　　有 1、湯浅　　涼 1、松谷　幸子 2

1 仙台・中耳サージセンター、2 仙台赤十字病院

〈はじめに〉
好酸球性中耳炎は、1995 年の松谷らの発表以降、その病態、治療法に関して様々な報告がな

されてきた。その中でも、鼓室内ムチン貯留液除去による伝音難聴の軽減、薬剤の鼓室内投与等
の目的により、鼓膜切開例または鼓膜換気チューブ留置例が多く存在するが、その後鼓膜穿孔拡
大による難聴増悪症例もしばしば認められる。本来、抗原や真菌など本疾患炎症増悪因子の鼓室
内侵入は耳管経由と考えられているが、鼓膜穿孔が存在すればこれらの増悪因子の穿孔経由によ
る炎症増悪の可能性も出てくる。一方、好酸球性中耳炎に対する手術加療に関しては、本疾患の
報告当初は手術禁忌とされていて、国内での本疾患に対する多施設研究においても鼓室形成術施
行例では術後聾となる症例が認められたと報告されている。しかし先述のごとく、鼓膜穿孔に起
因する細菌感染または炎症増悪因子侵入は鼓室炎症増悪となり得るため、鼓膜穿孔は閉鎖すべき
という意見も存在する。今回我々は、鼓膜穿孔を有する好酸球性中耳炎に対し鼓室形成術Ι型を
施行した 2 症例を経験し、その適応や実際の術式等に関し検討したので報告する。

〈術式〉
当院では耳内アプローチを選択する。外耳道浸潤麻酔後、鼓膜穿孔辺縁を切除する。次いで骨

部外耳道皮膚後方を弧状切開剥離し、鼓膜を全層で挙上する。鼓室内、耳小骨連鎖を確認後、耳
後部から採取、圧迫菲薄化した皮下結合組織を挿入し Underlay により鼓膜形成しフィブリン糊
にて固定する。乳突削開は行わない。

〈症例 1〉
65 歳女性。気管支喘息、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎の合併症あり。15 年前の副鼻腔炎

手術後より右耳痛生じ発症。他医にて好酸球性中耳炎の診断のもと数回両側鼓膜切開施行後、鼓
膜穿孔残存拡大。しばしば両側ともにかわ状耳漏あり、ステロイド外用、内服等の保存加療にて
軽快。穿孔拡大による難聴増悪のため当院紹介。初診時右鼓膜中穿孔、左鼓膜大穿孔（両側とも
乾燥）、パッチテスト陽性の低音部閾値上昇を有する両側 35dB の混合難聴認めたが、CT にて鼓
室、乳突蜂巣に異常所見認めず。両側とも局麻下に鼓室形成術Ι型施行。術中鼓室粘膜、耳小骨
連鎖に異常を認めず温存。術後低音部の聴力改善認め、経過中まれに鼓膜びらん生じるも再穿孔、
鼓室内貯留液像認めず。

〈症例 2〉
67 歳男性。気管支喘息（アスピリン喘息）、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、糖尿病（イン

スリン加療中）の合併症あり。2 年前より右耳漏、耳垢堆積あり近医耳鼻咽喉科にて加療も軽快
せず、鼓膜前方に白色病変透見され、真珠腫もしくは中耳腫瘍疑いにて当院紹介。初診時右鼓膜
前上象限の白色化、びらん、耳漏認めたが鼓膜穿孔は不明瞭。聴力は右側高音部に骨導閾値上昇
認める 28dB の感音難聴、左側水平型 23dB の極軽度閾値上昇認めた。CT にて右耳管鼓室口に
限局する腫瘤様の軟部組織様陰影認めたが乳突蜂巣含気良好、左側は異常認めず。局麻下に鼓室
形成術Ι型施行。術中、鼓膜前上象限に針孔穿孔および周囲びらん、その直下に浮腫性ポリープ
様腫瘤を認めた。腫瘤部位のみを切除し他の鼓室粘膜は異常なく温存。腫瘤の病理所見では、浮
腫と線維化、中等度の好酸球・形質細胞の浸潤を認める繊毛上皮粘膜の診断であった。術後一時、
右側において術前と同様部位に CT 上軟部組織様陰影、左側において耳管鼓室口、上鼓室、乳突
蜂巣一部に軟部組織様陰影を認めたがその後消失、耳漏は認めず鼓膜は経過良好であった。聴力
に関しては術後 3 年において右側は低音部に軽度の閾値上昇を認めるが平均 28dB で術前と不変
であったが、非術側の左側に閾値 48dB の感音難聴増悪を認めた。
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経外耳道的内視鏡下耳科手術で鼓膜の意図的浅在化を行い 
拍動性耳鳴が消失した頸静脈球型グロームス腫瘍例

三橋　亮太、三橋　拓之、永田　　圭、梅野　博仁
久留米大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

【はじめに】グロームス腫瘍の初発症状は拍動性耳鳴とされる。拍動性耳鳴は腫瘍が存在する限
り続く症状であり、患者の生活の質に与える影響は大きい。しかし、頸静脈球型グロームス腫瘍
は解剖学的特徴と豊富な血流から根治切除は困難であり、経過観察されている症例は少なくない
と考える。このような症例において、根治切除が出来なくとも耳鳴を改善させることができれば
患者の生活の質は大幅に改善する。今回我々は頸静脈球型グロームス腫瘍による拍動性耳鳴に対
して経外耳道的内視鏡下耳科手術により鼓膜の意図的浅在化を行い、耳鳴が消失した症例を経験
したため報告する。【症例】：70 歳女性【主訴】拍動性耳鳴りによる不眠【既往歴】2 型糖尿病、
うつ病【現病歴】67 歳時に拍動性耳鳴と耳閉感を主訴に近医を受診し、右鼓膜下象限内面に接
する淡紅色の拍動性腫瘤を指摘され当科に紹介となった。側頭骨単純 CT で頸静脈球を主座とし
内頸動脈垂直部の骨破壊を伴う病変を認めた。造影 MRI では非常に造影効果の強い病変であり
右頸静脈球型グロームス腫瘍（Fisch 分類：Class C）と診断した。65 歳以上であり、下位脳神
経麻痺も存在しないため、Wait and scan の方針となり、外来で経過を見ていた。しかし、拍動
性耳鳴による不眠からうつ病を発症した。姑息的な手術方法として鼓膜の浅在化を提案した。手
術リスクに関する十分なインフォームドコンセントを行い、手術を希望された。【手術所見】全
身麻酔下に経外耳道的内視鏡下アプローチで手術を行った。外耳道切開および鼓膜の剥離に際し
て出血が多くフィブリノゲン製剤を含浸させたサージセル綿花で止血を行いつつ鼓膜の剥離を
行った。腫瘍は下鼓室を充満していたが、表面からの出血もなく鼓膜との癒着も認めなかった。
耳珠軟骨を用いて意図的に浅在化させた鼓膜を作成し、自家骨を用いて IIIc 型の伝音再建を行い、
手術を終了した。手術時間は 3 時間 29 分で出血量は 80g であった。術直後より拍動性耳鳴は消
失した。【術後経過】術前に 3 分法で 38.3dB であった右聴力は術後 53.8dB まで悪化した。術前
には複数の睡眠導入剤や抗うつ薬を内服していたが、術後 8 ヵ月を経過した現在まで拍動性耳鳴
の再発は認めない。【考察】頸静脈球型グロームス腫瘍は非常に豊富な血流とその解剖学的特徴
から、根治切除は非常に困難とされる。そのため、高齢者において Fich の Class C および D に
相当し、下位脳神経への浸潤を認めない場合は Wait and Scan の方針とすることが Sampath ら
により提唱されている。しかし、その間患者は拍動性耳鳴に悩まされることとなり、生活の質へ
の影響は多大なものとなる。鼓膜の意図的浅在化術はこのような症例において生活の質を大きく
改善させる治療法であると考えられた。
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鼓室型グロームス腫瘍手術 5 症例の検討

高田　雄介、須納瀬　弘
東京女子医科大学東医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】
側頭骨領域に発生するグロームス腫瘍は、傍神経節から発生する血管に富む良性腫瘍であり、

Arnold 神経と Jacobson 神経からなる鼓室神経叢より発生する鼓室型と、頸静脈球外膜より発生
する頸静脈球型とに大別される。鼓室型グロームス腫瘍では手術において重篤な合併症を併発す
ることは少なく、耳小骨連鎖を温存して腫瘍全摘を図ることが望ましいとされる。

今回、我々は鼓室型グロームス腫瘍に対して経外耳道法にて手術を施行した 5 症例を経験した
ので報告する。

【症例】
5 症例はいずれも女性であり、平均年齢 64.4 歳（57-71）であった。1 症例では術前顔面神経麻

痺（柳原法 18 点）を認めた。術前顔面神経麻痺症例を含む 2 症例が全身麻酔、そのほか 3 症例
は局所麻酔下で手術を施行した。

手術アプローチは、いずれも耳後切開より外耳道形成術・下鼓室開放術を選択した。外耳道形
成術を追加することにより、鼓室内でのバイポーラー操作が容易となり、安全に止血を行いなが
ら腫瘍摘出を行うことが可能であった。また、全例に術前動脈塞栓術は行わなかったが、とくに
止血に難渋することなく腫瘍を摘出しえた。

【まとめ】
日常診療においては鼓膜所見上、赤色腫瘍が透見されることによりグロームス腫瘍が疑われる

が、診断には画像所見（CT・MRI）が必要である。腫瘍進展範囲を確認するほか、ときに腫瘍
ではなく内頸動脈走行異常の場合もあるためである。

鼓室型グロームス腫瘍の手術加療においては完全摘出が原則とされる。Gruppo Otologico の
手術 145 症例の検討によると、術後 9 年目に再発した 1 例（再発率 0.7%）があるのみで、治療
成績が非常に良く、少なくとも初回治療に放射線治療の適応はないとしている。良性ではあるが
局所浸潤するグロームス腫瘍の特徴から、高齢者や再手術例などの特別な場合を除き、経過観察
方針はすすめられないとしている。

鼓室型グロームス腫瘍について、手術動画を提示するとともに若干の文献的考察を加えて報告
する。
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当科での中耳腫瘍の取り扱いについて

上浦　大輝、鴫原俊太郎、野村　泰之、平井　良治、岸野　明洋、木村　優介、 
平野　　良、大島　猛史

日本大学医学部附属板橋病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

【はじめに】中耳腫瘍は比較的稀な疾患である。良性腫瘍として中耳腺腫、グロムス腫瘍、カル
チノイド、神経鞘腫、髄膜腫、奇形腫などが挙げられ、悪性腫瘍も考慮し鑑別を進めていくが、
鼓膜所見や臨床症状は非特異的であり、鑑別が困難なことが多い。当科で経験した中耳腫瘍のう
ちの 6 例を挙げて、当科での中耳腫瘍の取り扱いについて報告する。症例 1：43 歳女性　主訴：
右耳痛、右顔面麻痺　現病歴：右耳痛、右顔面麻痺を認め、当科を受診した。現症：右外耳道の
腫脹と鼓膜の膨隆、発赤を認めた。純音聴力検査では右の混合性難聴を呈していた。顔面麻痺は
柳原法で 17 点であった。画像検査：側頭骨 CT では右鼓室内、乳突蜂巣内に軟部陰影が充満し
ていた。耳小骨は保たれていた。経過：急性中耳炎による顔面麻痺と考え、ステロイド、抗菌薬
の投与を開始した。鼓膜所見は改善し、顔面麻痺は発症 4 ヶ月で治癒した。1 年後、鼓室形成術
を施行した。病理組織検査では中耳カルチノイドの診断であった。2 ヵ月後、根治手術を行った。
術後 1 年経過しており、再発を認めていない。症例 2：76 歳　女性　主訴：左拍動性耳鳴　現病
歴：2 年前から拍動性耳鳴を自覚し、滲出液も認めたため、前医で鼓膜切開を施行されたが、症
状に変化がなく紹介受診した。現症：左鼓膜の前象限に赤色の病変を認め、滲出液も貯留してい
た。純音聴力検査では左の伝音難聴を認めた。画像所見：側頭骨 CT、MRI 検査ではツチ、キヌ
タ関節の裏面に軟部陰影と乳突蜂巣に滲出液の貯留を認めた。経過：拍動性耳鳴の悪化があり、
手術を施行した。組織検査の結果は中耳腺腫であった。現在術後約 3 カ月が経過し、再発を認め
ていない。症例 3：31 歳男性　主訴：左難聴　現病歴：数年前より左耳の違和感を自覚していた。
前医で鼓室内の腫瘤性病変を指摘され当科を紹介受診した。現症：左の鼓膜に白色の病変を認め
た。左の伝音難聴を認めた。画像所見：側頭骨 CT、MRI 検査では鼓室に造影効果を伴う腫瘤を
認めた。耳小骨の破壊は認めなかった。経過：鼓膜切開を行い、組織検査を行い内反性乳頭腫の
診断が得られた。手術を行い腫瘍を摘出した。1 年後病変の残存が疑われ、再手術を施行し、そ
の後再発を認めていない。症例 4：54 歳男性　主訴：左耳閉感、耳出血、耳漏　現病歴：1 年前
から左の耳閉感、出血、耳漏があり、来院した。現症：左耳後部の発赤、腫脹を認め、外耳孔よ
り赤白色の腫瘤が突出していた。純音聴力検査では左聾であった。画像検査：側頭骨 CT、MRI
検査では外耳道、内耳骨包の破壊を伴う陰影を認めた。耳小骨は認めなかった。頭蓋底破壊は認
めなかった。経過：手術室で生検術を施行した。グロムス腫瘍の診断であり、現在術後半年がた
ち経過観察中である。症例 5：57 歳女性　主訴：右難聴　現病歴：以前から右難聴を自覚してい
た。中耳腫瘤を指摘され当科を紹介受診した。現症：右鼓膜より赤白色の腫瘤が透見され、後象
限は膨隆していた。純音聴力検査は右混合性難聴を呈していた。画像検査：CT、MRI 検査では
小脳橋角部から鼓室内に連続するような、造影効果を伴う腫瘤を認めた。経過：鼓膜所見よりグ
ロムス腫瘍を疑い、脳血管造影検査を行ったところ、上行咽頭動脈、後頭動脈より分岐する腫瘍
の栄養血管を認めた。脳神経外科で開頭腫瘍摘出術を施行したところ髄膜腫の診断であった。術
後に舌咽神経麻痺と右反回神経麻痺を認めた。現在術後約 1 カ月が経過している。症例 6：35 歳　
男性　主訴：右難聴　現病歴：右難聴があり、耳内法による手術を施行した。中耳腺腫の診断が
つき、根治的手術を予定していたが、受診されず 5 年後に右顔面麻痺が出現した。手術を行い腫
瘍を摘出した。その後約 8 年再発なく経過している。【考察】中耳腫瘍は比較的稀であるが、良
性腫瘍であっても顔面神経麻痺をきたしたり、手術を施行しても再発したりと臨床像も様々であ
る。提示した 6 症例ではいずれも手術を行い診断が得られたが、当科では経過をみている症例も
存在する。長期の経過で症状が悪化する症例もあり、機能面も考慮する必要があるが、積極的に
手術による摘出を検討しても良いと考えた。
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外耳道癌 29 例の検討

小澤　聡美 1、二之湯　弦 1、豊田健一郎 2、瀧　　正勝 1、兵庫美砂子 1、 
坂口　博史 1、平野　　滋 1

1 京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、2 京都市立病院　耳鼻咽喉科

【目的】　
外耳道癌は頭頸部癌全体の約 0.2% を占める比較的稀な疾患であり、特に進行癌においては未

だ確立された治療プロトコールは存在しない。今回我々は、過去 10 年に経験した外耳道扁平上
皮癌 24 例（2007 年～ 2017 年）について、T 分類別の治療内容とその成績についての検討を行っ
たので報告する。

【症例と方法】
検討期間内に治療を行った外耳道癌新鮮例 29 例のうち、扁平上皮癌（SCC）が 24 例と最も多

く、その他は腺様嚢胞癌 4 例、基底細胞癌 1 例であった。以下は扁平上皮癌の治療成績について
検討した。当科では、早期癌症例（T1, T2）では外側側頭骨切除（LTBR）を行い、病理結果に
応じて術後放射線治療を行っている。進行癌症例（T3, T4）のうち外側進展型の症例では LTBR
に加え顎関節・耳下腺を含む拡大切除を行い、術後 CRT を施行、中耳進展例は動注化学療法お
よび CRT を組み合わせた治療を行っている。扁平上皮癌ステージ別に疾患特異的 3 年生存率を
算出し、生存率に寄与する因子として中耳進展の有無と治療内容を中心に検討した。

【結果】　
SCC 24 例の T 分類は T1：5 例、T2：4 例、T3：7 例、T4：8 例であった。いずれも治療前

にリンパ節転移、遠隔転移は認めなかった。3 例の緩和的治療を行った症例をのぞき、21 例に対
して根治的治療を施行した。T1/T2 の早期癌症例 8 例では手術加療（LTBR）を行い、疾患特異
的 3 年生存率は 100% と良好であった。進行癌症例では、中耳進展例や手術拒否例を除いた 13
例中 7 例で手術を施行し、その他の症例では CRT を施行した。疾患特異的 3 年生存率は、T3
症例で 53.6%、T4 症例で 44.4% と過去の報告と同様に不良であった。13 例のうち無病生存が得
られたのは 5 例で、手術例 3 例、照射例が 2 例であった。手術例 7 例のうち無病生存を得られた
3 例は全て中耳進展を伴わない症例であり、他の 4 例では術中に中耳進展が確認された、もしく
は術後の病理学的所見で中耳進展が指摘された症例であった。なお、照射例で無病生存が得られ
た 2 例は画像上で中耳進展がみられたが、うち 1 例には動注後の CRT、もう 1 例は単独照射後
S1 を内服して、いずれも 5 年以上の無病生存が得らた。

【考察】
過去の報告と同様に、今回の検討でも外耳道癌の T1 および T2 症例に対して LTBR が有効で

あることが確認された。また、進行癌であっても中耳進展のない例に対しては LTBR と術後
CRT による治療が有効と考えられる。中耳進展例に対する手術治療として側頭骨亜全摘術が推
奨されているが、手術のみでは根治性は飛躍的に向上しないとする報告もある。自験例では動注
化学療法を先行した照射例の 2 例で根治が得られており、機能を温存しつつ根治性を高める治療
として動注での導入化学療法は一つの選択肢になり得ると考えられた。
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当科における外耳癌治療成績

上野　裕也 1、太田　有美 2、森鼻　哲生 3、川島　貴之 6、宇野　敦彦 5、大崎　康宏 2、 
佐藤　　崇 2、岡崎　鈴代 4、大島　一男 2、今井　貴夫 2、猪原　秀典 2

1 大阪大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 
2 大阪大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、3 市立東大阪医療センター、 

4 大阪市立総合医療センター、5 大阪府立急性期・総合医療センター、6 八尾市立病院

はじめに
聴器癌は、全頭頸部癌のうち 1％未満の非常にまれな疾患であり、本邦での報告もほとんどが

単独の症例のものにとどまっている。また、大学病院規模の施設における統計的な報告でも、年
間平均 1,2 例程度と極めて少数である。

当科における聴器癌症例の臨床統計および扁平上皮癌の治療成績について解析を行ったので報
告する。

対象と方法
当科では、1999 年 1 月～ 2018 年 3 月の約 19 年間に取り扱った聴器癌は 56 例であった。まず

これらの臨床統計をまとめ、さらに外耳原発の扁平上皮癌でかつ初診が 2016 年 3 月までの症例、
計 34 例に関しての病期分類と治療方法、および治療成績を解析した。

結果
聴器癌（計 56 症例）に関しては、男女比は男性 21 人、女性 35 人、年齢は 35 ～ 91 歳で中央

値は 66 歳であった。患側は右側が 26 例、左側が 30 例であり、部位としては外耳が 51 例、中耳
が 5 例であった。組織型としては、扁平上皮癌が 49 例、腺様嚢胞癌が 5 例、カルチノイドが 1 例、
粘表皮癌が 1 例であった。

外耳原発の扁平上皮癌でかつ初診が 2016 年 3 月までの症例（計 34 例）に関しては、
Pittsburgh 分類による病期として T1 が 8 例、T2 が 8 例、T3 が 11 例、T4 が 7 例であった。病
期ごとの治療方法を表にまとめる。その中には、術中に手術不能と判断して経過観察となったも
のが 1 例、治療希望なく経過観察となったものが 1 例であった。

さらに、治療後の無再発生存率、担癌生存率に関しても検討を行う。
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ムンプス一側聾に対する人工内耳小児症例

神田　幸彦 1,2、原　　　稔 2、木原　千春 2、北岡　杏子 2、高橋　晴雄 3

1 神田 E・N・T 医院、長崎ベルヒアリングセンター、 
2 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、 

3 長崎みなとメディカルセンター耳鼻咽喉科

【症例】
9 歳でムンプスによる左難聴となり近医耳鼻咽喉科で治療を受けるも完全聾となる。耳鳴や眩

暈もあった。様々な耳鼻咽喉科受診後に、某開業医より勧められて A 県より紹介。どこの耳鼻
咽喉科でも「回復しない、一つ聞こえてたら大丈夫。」と言われた。聞こえない事、耳鳴がうる
さい事が困っている。「他に手段がないのか？どうにかならないのか？」という事で祖父母を含
む家族全員で夏休みに受診。

【臨床所見】
純音聴力検査 ; 左トータルスケールアウト。右は正常聴力。注視および頭位眼振所見なし。

DPOAE ; 左反応なし。
【経過】

初診時小学 4 年生。先生の話は聞こえると言うが、右耳を前に向けて聞いている。聞こえない
事、耳鳴がうるさいことが困っている。困難度も高いので一側聾に対する海外の進んだ人工内耳

（以下 CI）医療について話をし日本ではまだ保険ではできないことを説明した上で補聴器を適合。
貸し出し試聴では確実な音やはっきりした言葉は得られず、家族が自費でも良いから手術を受け
させたい、本人からも手術を受けたい希望がありその方向で検討。ミュンヘン大学 Prof. Mueller
とも海外の情報について相談。手術時期含め海外では適応内であることを確認し次の手続きへ。

【国内手術のための対応と手術】
長崎大学病院臨床試験に登録し、その後長崎大学病院倫理委員会申請、受理。医療費は個人負

担、デバイスも個人輸入だが生命保険に入っていたため手術代、入院費などに補助。CT や
3D-MRI は問題なし。家族と相談の上、CI 内部機器は Flex Soft（M 社）、外部機器は Sonnet を
選択。31mm 全電極挿入。

【術後経過】
201X/01/16、 左 Sonnet 音 入 れ。 音 入 れ 直 後 よ り 音 の ON/OFF は は っ き り し て い た。

1X/02/01、音入れ後 2wk。CI なしありで変化を感じる。授業も聞きやすくなったと本人は装用
効果を感じている。201X/03/08、音入れ後約 2 ヶ月。席替えをしても両隣に友人がいるが、ど
ちらからも聞きやすくなり聞き返すことがなくなった。201X/07/12 音入れ後 6 ヶ月。うるさい
ところでまだはっきりしないところがあるが、以前より雑音下で聞きやすくなった。

【術後臨床所見】
静寂時の語音明瞭度（S-67、単音節）右耳印象剤＋ヘッドフォンで遮蔽して行った場合は正面

SP で CI なし 0%、CI あり 45%。患側 SP では CI なし 30%、CI あり 60%。雑音下の語音明瞭度
（S-67、単音節）では遮蔽なしの条件で、S/N 比＝70/70 で CI なし 75%、CI あり 90%、S/N 比
＝65/70 で CI なし 65%、CI あり 80%、S/N 比＝60/70 で CI なし 45%、CI あり 60% であった。

耳鳴は THI（耳鳴の困難度）が初診時 100 →手術前 50 →術後 1 ヶ月 CI off 60、CI on 40、術
後 3 ヶ月 CI off 0、CI on 0 であり、VAS（耳鳴の煩わしさ）が初診時 56/100 →手術前 32 →術
後 1 ヶ月 CI off 8、CI on 4、術後 3 ヶ月 CI off 0、CI on 0 と改善した。

HHIA（難聴の handicap）では手術前 32 →術後 3 ヶ月 CI off 62、CI on 8 であった。患児は
現在 daily user である。

【考察】
近来国内外でも一側難聴はクローズアップされ、特に Mumps 難聴に関しては、昨年日耳鼻福

祉医療委員会乳幼児担当による全国規模の実態調査がおこなわれている 1）。全国的に数が多いム
ンプス難聴に対して予防的ワクチン接種以外に、既に生じている一側聾に対する CI 小児への適
応や適応基準についても今後海外の動向に追従しながら検討する時期に来ていると考えられる。
 1）守本倫子、益田　慎、麻生　伸、樫尾明憲、神田幸彦、中澤　操、森田訓子、中川尚志、西

崎和則：日本耳鼻咽喉科学会乳幼児委員会：2015-2016 年のムンプス流行時に発症したムンプ
ス難聴症例の全国調査．日耳鼻会報 2018（in press）
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聴性脳幹インプラント埋め込み術：術後 1 年の経過について

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

（はじめに）聴性脳幹インプラント（auditory brainstem implant:ABI）埋め込み術は、1979 年
に脳神経外科医である Hitselberger らによって、両側の聴神経腫瘍を有する神経線維腫症第 2
型（neurofibromatosis type2：NF2）患者に対して初めて行われた。ABI は蝸牛神経に障害を受
けた際に、中枢側である脳幹の蝸牛神経核に電気刺激を加え、聴覚を獲得させることを目的とす
る人工聴覚器である。今回我々は両側の聴神経腫瘍術後、高度難聴に至り ABI 埋め込み術を施
行した症例を経験し、術後 1 年間の経過観察する機会を得た。本症例の臨床像、検査所見および
経過を提示し、考察を加え報告する。（症例）症例は 44 歳、女性。39 歳時に右聴力低下の精査
をした際に、右聴神経腫瘍を指摘され、他院で開頭腫瘍摘出術が施行された。その際に左聴神経
腫瘍も確認されていたが、腫瘍のサイズが小さいことを理由に経過観察となっていた。40 歳時
に NF2 に対するベバシズマブ治療目的に当院脳神経外科紹介受診。化学療法を施行するも腫瘍
の増大傾向が認められたため、左聴神経腫瘍に対する手術が施行され、その結果左高度難聴となっ
た。術中の ABR 検査にて、波形が確認されていたため、左人工内耳埋め込み術目的に当科に紹介。
受診時の聴力検査は、両側とも Scale out の状態であり、語音明瞭度検査は、子音、単音節、単語、
文章すべて 0％であった。読唇併用の際は、子音 35％、単音節 18％、単語 32％、文章 46％であっ
た。CT、MRI 検査上、中耳・内耳ともに特に異常認めず、人工内耳埋め込み術の適応を判断す
るため電気聴性脳幹反応（Electrical Auditory Brainstem Response: EABR）検査を施行した。
両側とも反応は認められず人工内耳の適応外と判断し、ABI手術を脳神経外科と共同し施行した。
髄膜炎等の合併症なく経過し、音入れまで安全に施行された。術後約 1 年となる現在まで、月一
回の頻度でマッピングを施行し調整を継続しているが、装用閾値は 35-50dB 程度を前後し、やや
不安定な状態である。語音明瞭度検査は、子音 17％、単音節 10％、単語 8％、文章 3％であり、
読唇併用の際は、子音 62％、単音節 43％、単語 60％、文章 51％と、術前と比較し軽度の改善を
認めている。環境音の聴取は可能であるが、ABI 単独での会話は困難な状態が継続している。（考
察・まとめ）ABI の効果は、環境音の聴取や読唇併用での語音聴取の補助となる程度であるこ
とも多く、人工内耳と比較すると聴取成績が大きく落ちると報告されている。日本において
ABI は、保険診療や先進医療の認定はされておらず自由診療となっているため、使用機材を国
外より個人輸入する必要がある。その結果、総費用は 400 万円程度となり、保険診療かつ各種医
療制度が適用となる人工内耳とは、経済的負担に大きな隔たりが生じている。更に腫瘍増大の可
能性があり、その際は ABI の摘出も考慮せざるを得ない。Navison らは、多施設で行われた 27
例に対する ABI の結果として、96.2％で何らかの聴覚が得られたが、読唇なしでの会話が可能
となった症例は 7.4％であったと報告している。そのため、会話を望む対象者に十分な満足度が
得られているとは言い難いが、全く音の入らない状況に比較し、環境音が聴取されるだけでも、
ある程度の患者満足度は得られる可能性があり、選択肢の一つとして提示可能な治療手段である
と考えられた。（まとめ）両側の聴神経腫瘍術後、高度難聴に至り ABI 埋め込み術を施行した症
例を報告した。EABR 検査で反応を認めない、人工内耳手術の適応外と判断される両側聴神経
腫瘍術後症例に対する ABI 埋め込み術は聴覚獲得の一手段になり得ると考えられた。しかしな
がら術後 1 年を経過した現在まで、ABI 単独での語音聴取困難な状態は継続している。
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軟骨伝導補聴器の市販化とその普及

西村　忠己 1、細井　裕司 2、斉藤　　修 1、山中　敏彰 1、北原　　糺 1

1 奈良県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 奈良県立医科大学

【はじめに】
軟骨伝導補聴器は外耳道閉鎖症など通常の気導補聴器で対応が難しい難聴者でも使用可能な補

聴器として開発を進めてきた。骨導補聴器と比較して装用感や審美性に優れ、手術も必要としな
いことが大きな特徴となっている。奈良県立医科大学で実施された臨床試験では良好な結果が得
られ 2017 年 11 月 13 日に発売となった。一方そのフィッティング方法、作製過程は既存の補聴
器と異なる点が多く、既存の補聴器のような販売方法を取ることはできない。販売を前に本格普
及を目指してフィッティング方法の確立、供給体制の整備を進めてきたが、実際の臨床に対応で
きるかどうかは不明であった。そこで販売開始当初はフィッティング方法、供給体制に問題が無
いかを検討する必要があり、取り扱い施設を限定し評価を進めてきた。今回の検討では本格的な
普及を図る上での問題点ついて検討した。

【方法】
補聴器の作製過程について示す。軟骨伝導補聴器は耳かけ型補聴器で振動子と信号処理を行う

本体部分からなる。振動子の形状を外耳の形に合わせる為、臨床試験時はすべての被験者に対し
てまず耳型の採取、外耳、耳介の計測し補聴器を作製したのち試聴した。補聴器の作製作業は、
特定の技術者が手作業で行い、データから最も適した形状、配置を決定し振動子を作製した。さ
らに必要に応じて実際の耳を見て修正した。このため補聴器 1 つを作製するのに 2 ～ 3 週間要し
た。さらに完成した補聴器を被験者者が装用し、問題があった場合は問題点および改善点を担当
の技術者に指示し修正や再作製を行っていた。

一方市販化後は既成の試聴器を用いて試聴することになる。試聴器は約 12×8×5mm 大の立
方体の振動子を両面テープで固定して使用する。作製希望があった場合に、補聴器を作製するこ
ととなるが、量販化のためには作製過程のマニュアル化が必要となってくる。振動子の形状につ
いては臨床試験の結果をもとに振動子単体タイプ、イヤチップ貼り付けタイプ、イヤチップ埋め
込みタイプの 3 種類に分類し、いずれかを選択して作製することになる。また実際の耳を見てい
ない技術者が作製するため、色々な角度で様々な条件（コードの長さ向きを決定する模型や振動
子の配置を決定する模型を装着した状態など）で外耳を撮影し、採取した耳型とともにオーダー
することになる。今回は上記の作製方法に従い装用希望者に対して補聴器のフィッティングを行
い今後普及していく過程で問題となる点について検討した。

【結果と考察】
今回フィッティングした例は外耳道閉鎖症 12 例と外耳道狭窄症 3 例、術後耳 2 例、耳硬化症

1 例で、耳介の状態は様々であった。まず試聴器で音を確認していただくこととなる。外耳道閉
鎖症で完全に外耳道が閉鎖し耳介が低形成である例では補聴器を装用するために振動子を両面
テープ固定する必要があり、この点は試聴器と同じである。このため実際の装用状態に近い形で
試聴可能であった。一方耳介がある程度以上形成されている例、術後耳、耳硬化症では振動子を
耳に当てて音は聞いていただくことはできるが、安定して固定する場所がなく実際の使用環境に
近い状態での試聴は難しかった。試聴器での評価は困難と考え、そのような例に対しては試聴器
ではなく耳型を採取し振動子を作製して試聴、評価していただく必要があった。但しこの方法で
は試聴結果で購入を希望されればいいものの、装用を希望されない場合の試聴器の処理について
問題（特に費用面）になると考えられた。補聴器を作製するときの外来での作業として様々な角
度、条件で撮影することになる。撮影に時間と労力が必要であった。今後簡略化し負担を減らす
ことができればと感じた。補聴器をオーダーしてから完成まで通常の補聴器よりも長い約 3 週間
程度が必要である。またメーカーの供給能力として実際の振動子の作製作業が想定より多くの時
間を要し、現状では量産が容易でない状況であることが分かってきた。今後普及を進めていくた
めには供給体制の改善が喫緊の課題であると思われた。
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Baha®（骨導聴力活用型インプラント）埋め込み後の長期経過について

工　　　穣、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

Baha®（骨導聴力活用型インプラント）は耳介後部にチタンインプラントを埋め込み、外部に
サウンドプロセッサを装着する半埋め込み型の骨導聴力を活用する人工聴覚器であり、海外では
外耳道閉鎖症、外耳・中耳疾患などの伝音・混合性難聴および片側聾に対して有効性が認められ、
既に 14 万人以上に埋め込み手術が施行されている。国内では 2011 年 3 月に薬事法の承認を得て、
2013 年 1 月から保険診療適用となっている。

Baha® は手術が容易であり、また音質が良好で装用感も快適であるため装用継続率が高く、世
界で広く使用されている。Baha® の適応・性能を十分に理解して適切な患者選択および手術がな
されれば優れた治療オプションの一つとなるが、一方で半埋め込み型であるためチタンインプラ
ントの皮膚露出部のトラブルも散見される。

当施設においても、22 名の装用者のうち 4 名にインプラントが皮膚で覆われてしまうトラブ
ルが見られた。いずれもインプラントを覆っていた皮膚を外来にて切除して再装用可能となった。
しかし、うち 2 例では複数回の切除が必要であった。これらにつき、チタンアレルギーの有無や、
ケロイド体質改善、切除創部上皮化の工夫、接合子交換などを試みたので報告する。

また、サウンドプロセッサも治験で使用されたDIVINO™からデジタルタイプのBP100を経て、
現在は大幅に歪み音が減少した振動子 BCDrive を搭載した Baha®5 が薬事法の承認となってい
る。人工内耳と同様のアクセサリ類の使用やリモコンでの調整、iPhone・iPad との直接ストリー
ミングなど装用性は格段に改善しており、Baha®5 へ移行を希望する例も増えている。聞き取り
の改善などについて報告する。
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一側混合性難聴に対する人工中耳（Vibrant Soundbridge）の 
1 症例（第 2 報）

高橋　優宏 1、岩崎　　聡 1、古舘佐起子 1、野口　佳裕 1、岡野　光博 2、宇佐美真一 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 信州大学医学部　耳鼻咽喉科

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

く使用されている人工中耳が Vibrant Soundbridge（以下 VSB と略す）である。2006 年に VSB
は振動子である FMT（Floating Mass Transducer）を正円窓膜に留置し、蝸牛を直接振動刺激
する方法（正円窓刺激法）で良好な補聴効果が得られることが報告され、ヨーロッパではそれま
での気導補聴器装用困難な感音難聴例に対する適応から伝音・混合性難聴にも適応が拡大された。
2014 年には本邦で伝音・混合性難聴に対する正円窓刺激法の臨床治験が終了し、2015 年薬事承認、
2016 年保険収載されている。

人工中耳の適応は両側難聴が原則であり、一側伝音・混合性難聴は現時点では適応ではない。
そこで信州大学との共同臨床研究「一側性伝音・混合性難聴に対する埋め込み型人工中耳の有効
性に関する探索的臨床試験」にて実施した 1 例について 2017 年の本会において報告した。今回
は装用後 1 年の長期成績を追加し報告する。

【症例】
49 歳男性。右耳かき損傷により右鼓膜穿孔、翌日近医耳鼻咽喉科を受診し手術加療目的で当

科紹介受診。外傷性耳小骨離断、鼓膜穿孔にて鼓室形成術 IVc 施行したが、顔面神経下垂のため、
聴力改善が認められなかった。その後、難聴側に補聴器装用を試みたが、常時装用は困難であっ
た。音源定位が困難であること、騒音下での聞き取りが困難であることなどから両耳聴を希望さ
れたため臨床研究として右VSB手術を行った。術前評価として標準純音聴力検査、語音聴力検査、
方向感検査、自由音場語音検査（静寂下 / 雑音下）、CI2004/65dBSPL（静寂下 / 雑音下）、聞こ
えに関するアンケート調査表（APHAB）を実施した。

【結果】
術前の右聴力は 4 分法で 56.3dB（気骨導差は 35-55dB）であった。術後 2 ヶ月で音入れを行い、

装用閾値は 4 分法で 32.5dB と著明に改善がみられた。音入れ後 6 ヶ月では自覚的には会議での
聞き取りや会話の聞き取りの向上を自覚している。自然な音感がえられ、常時装用可能とのこと
であった。音入れ後 1 年の語音聴力検査（67-s 語表）では静寂下 95％、SN+10 で 95％、SN+5
で 100％、SN+0 で 90％と雑音下でも良好に聞き取りができていることが分かった。自覚的にも
装用時間が延び、聞こえ方も自然で装用していることを忘れるほどとのことであった。

【考察】
一側混合性難聴に対して人工中耳（VSB）を施行し、その長期成績について報告した。本症例

では装用後非常に満足度が高く、患者の QOL を著しく向上している。一側性伝音・混合性難聴
においても、日常的に方向感や患側からの聞き取りに難渋している患者は多く、中耳手術で改善
が得られないケースへの治療手段として、埋め込み型人工中耳の効果が期待できる。今後も一側
伝音・混合性難聴に対する人工中耳（VSB）症例の検証を行なっていきたい。
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小児急性中耳炎診療における第 3 世代セファロスポリンの役割

林　　達哉 1,2、山木　英聖 1、平田　　結 1、岸部　　幹 1、高原　　幹 1、 
片田　彰博 1、原渕　保明 1

1 旭川医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 
2 旭川医科大学　頭頸部癌先端的診断・治療学講座

【背景】2016 年に発表された「薬剤耐性（AMR）アクションプラン」は抗菌薬使用の現場にさ
まざまな影響を与えつつある。抗菌薬使用量の具体的な削減目標を実現するために、抗菌薬の適
正使用に関する教育活動も活発に行われている。上気道感染症において、ウイルス感染症と細菌
性感染症とを鑑別し、細菌感染に対してのみアモキシシリン（AMPC）を第一選択とする方針
が提唱され、これは「小児急性中耳炎診療ガイドライン」（以下、AOM ガイドライン）の目指
す方向性と一致する。一方で、第 3 世代セファロスポリンの使用量抑制を目指した教育活動の結
果、第 3 世代セファロスポリンの採用中止を決定する医療機関も現れるなど、過剰とも言える反
応も見られるようになった。AOM ガイドラインでは主要な原因菌であるインフルエンザ菌に対
応するため、第 3 世代セファロスポリン（セフジトレン・ピボキシル：CDTR-PI）が推奨され
ており、AMR アクションプランと AOM ガイドラインの整合性に関して、整理して考える必要
がある。

【目的】AOM ガイドラインで推奨される第 3 世代セファロスポリンと AMR アクションプラン
で有用性が見直された第 1 世代セファロスポリンの急性中耳炎診療での位置づけを再評価する。

【方法】根室市立病院の耳鼻咽喉科および小児科受診し、上咽頭ぬぐい液の細菌検査を行った症
例を対象とした。上咽頭から分離された肺炎球菌とインフルエンザ菌の主要抗菌薬に対する
MIC を集計し、MIC 50、MIC 90、耐性率などの変化を後方視的に比較した。

【成績】インフルエンザ菌に対する CDTR-PI の MIC50 は 2003 年以降 0.12µg/mL 以下を維持し
ている。第 1 世代セファロスポリンの中でインフルエンザ菌に対する MIC 値が測定記録されて
いたのは 2003 年から 2013 年のセファクロル（CCL）のみだった。CCL の MIC50 は 2011 年ま
で 32µg/mL 以上を記録していたが、2012 年以降改善傾向を認めた。

【結論】第 3 世代セファロスポリンである CDTR-PI は、生体利用率（bioavailability）の低さを
考慮してもなお、小児急性中耳炎診療に必要で有効な抗菌薬である。第 1 世代セファロスポリン
に関する近年のデータは不足している。
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小児急性中耳炎の治療抵抗因子の検討

酒谷　英樹、平岡　政信、河野　正充、村上　大地、戸川　彰久、グンデゥズメーメット、 
大谷真喜子、保富　宗城

和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科

背景急性中耳炎は乳幼児期から幼小児期に最も頻回に罹患する細菌感染症の一つである。主な
原因菌が、肺炎球菌とインフルエンザ菌であり、アモキシシリン（AMPC）が抗菌薬治療の第
一選択薬とされる。本邦においては 1990 年代後半からの薬剤耐性肺炎球菌の増加に伴い、経口
抗菌薬治療により十分改善しない難治例が増加し臨床上の大きな問題となった。本研究では、小
児急性中耳炎の抗菌薬治療に対する治療抵抗因子について検討した。対象と方法　小児急性中耳
炎中等症例 141 例を対象としたランダム化前向き研究を行った。治療選択は、AMPC 単独（AMPC
群）と治療開始時から CAM を併用（AMPC/CAM 群）の 2 群とした。臨床経過は、小児急性
中耳炎診療ガイドライン 2013 年度版に基づいたスコアリングシステムを用い、初診時、3 日目、
5 日目に臨床経過評価を行うとともに、治療 12 ～ 19 日目において治癒判定を行った。両治療群
における急性中耳炎の治癒率を比較検討するとともに、急性中耳炎の治癒に関与する因子を多重
ロジスティック解析により検討した。結果　AMPC/CAM 群で有意（p=0.0279）に治癒率は高かっ
た。急性中耳炎の治癒に関与する因子としては、5 日目における急性鼻副鼻腔炎の改善と治療選
択が関与した。考察　小児急性中耳炎は、近年新規抗菌薬である経口キノロン系抗菌薬や経口カ
ルバペネム系抗菌薬の登場や肺炎球菌ワクチンの導入により、急性中耳炎の臨床像は大きく変化
しており、さらなる抗菌薬の適正使用が望まれている。これまでにも、急性中耳炎の難治化には、
原因菌とりわけインフルエンザ菌によるバイオフィルム形成が関与すると考えてきた。本研究か
ら、急性中耳炎の治療抵抗因子としては、バイオフィルムと密接に関係する急性鼻副鼻腔炎の合
併と治癒が関与すると考えられた。
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小児急性中耳炎の予後予測因子の検討

保富　宗城、酒谷　英樹、平岡　政信、河野　正充、村上　大地、戸川　彰久、 
グンデゥズメーメット、大谷真喜子

和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科

背景　急性中耳炎は乳幼児期から幼小児期に最も頻回に罹患する細菌感染症の一つである。主
な原因菌が、肺炎球菌とインフルエンザ菌であり、アモキシシリン（AMPC）が抗菌薬治療の
第一選択薬とされる。近年、これらの原因菌の薬剤耐性化が注目されるとともに、抗菌薬の適正
使用が求められている。本邦においては 2006 年より小児急性中耳炎演診療ガイドラインが示さ
れ、スコアリングシステムにおる重症度分類と抗菌薬の適正使用による治療アルゴリズムが示さ
れてきた。本研究では、小児急性中耳炎の抗菌薬治療の予後予測因子として鼓膜所見位注目した
検討を行った。対象と方法　小児急性中耳炎中等症例 141 例を対象としたランダム化前向き研究
を行った。治療選択は、AMPC 単独（AMPC 群）と治療開始時から CAM を併用（AMPC/
CAM 群）の 2 群とした。臨床経過は、小児急性中耳炎診療ガイドライン 2013 年度版に基づい
たスコアリングシステムを用い、初診時、3 日目、5 日目に臨床経過評価を行うとともに、治療
12 ～ 19 日目において治癒判定を行った。両治療群における急性中耳炎の治癒率を比較検討する
とともに、急性中耳炎の治癒に対する鼓膜所見：膨隆、発赤、耳漏の関与を検討した。結果　
AMPC/CAM 群で有意（p=0.0279）に治癒率は高かった。急性中耳炎の治癒に関与する鼓膜所
見としては、3 日目における鼓膜の膨隆所見が関与した。考察　小児急性中耳炎に対しては、
2018 年に小児急性中耳炎診療ガイドラインが改定されるなどより抗菌薬の適正使用に基づいた
診療が求められている。一方、日常診療においては、治療予後が簡便に予測される批評が求めら
れる。本結果からは、s 急性中耳炎の臨床経過の予測因子としては、鼓膜所見の中でも 鼓膜の膨
隆がもっと重要と考えられた。2017 年に Tahtinen らは同様に小児急性中耳炎の治療失敗に関与
する因子として鼓膜の膨隆の重要性を指摘している。小児急性中耳炎の治療においては、これま
での難治化・治療抵抗因子の検討とともに予後予測因子のとしての鼓膜膨隆所見が重要と考える。
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当科における MRSA/ 緑膿菌中耳炎手術症例の検討

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

【はじめに】
MRSA および緑膿菌感染症は多くの抗生剤に対して抵抗性があり治療に難渋することが多い

が、中耳炎についても例外でなく外科的治療が必要となるケースも少なくない。2014 年 7 月か
ら 2017 年 6 月の 3 年間に当科で手術を行った MRSA/ 緑膿菌中耳炎について手術動画も供覧し
つつ報告する。

【対象と方法】
2014 年 7 月から 2017 年 6 月にかけて当科で鼓室形成術を施行した症例のうち、耳漏の培養検

査で MRSA あるいは緑膿菌が検出された 24 例 25 耳について検討した。新鮮例が 22 耳、再手術
例が 3 耳で再手術例はいずれも他院術後であった。中耳炎の内訳としては、真珠腫を伴うものが
15 耳（MRSA が 6 耳、緑膿菌が 6 耳、MRSA と緑膿菌の両方が 3 耳）、慢性中耳炎が 10 例（MRSA
が 5 耳、緑膿菌が 5 耳）であった。術後聴力については日本耳科学会の術後聴力判定基準 2010
年版を用いた。

【結果】
手術時の年齢は 7 歳～ 79 歳までで平均は 55.8 歳であった。周術期の抗生剤については、

MRSA 中耳炎の 11 耳のうち 9 耳でバンコマイシン、2 耳でリネゾリド（バンコマイシンに対す
る皮膚症状のため）を使用し、緑膿菌中耳炎の 11 耳では 9 耳でセフタジジム、2 耳でメロペネ
ムを使用した。両方の感染がみられた 3 耳はいずれもバンコマイシンとセフタジジムの併用とし
た。

術中の所見としては、25 耳中 10 耳で乳突洞に広く肉芽が充満し、乳様突起の方向まで広く削
開を要した。なお、canal wall up が 23 耳（うち再手術例が 2 耳）、canal wall down が 2 耳（う
ち再手術例が 1 耳）であった。

今回検討した 25 耳はいずれも術後乾燥耳となった。術後聴力成績は、術後 12 ヵ月以上後に聴
力検査を施行した 21 耳のうち成功例は 14 耳であった。

【考察】
当科では乾燥耳とすることを大きな目標としているが、今回の 25 耳ではいずれも乾燥耳とす

ることができた。手術だけでなく、術前の細菌検査に基づく適切な抗生剤をしっかりと使用する
こと、術前後に適切な処置ができるかが重要である。

また、MRSA/ 緑膿菌中耳炎では術中所見として乳突洞の広範囲に肉芽が認められることが多
く、徹底した乳突削開が必要であるが、術後 QOL や生理的形態維持の観点から当科では原則的
に canal wall up としている。
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Mycobacterium abscessus subsp. abscessus による 
中耳炎における手術時期についての考察

北村　友理 1、西山　崇経 1、神﨑　　晶 1、大石　直樹 1、藤岡　正人 1、山田　浩之 2、 
粕谷　健人 1、石川　　徹 1、野口　　勝 1、細谷　　誠 1、戎野ちひろ 3、角田　真弓 4、 

小川　　郁 1

1 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 けいゆう病院、3 日野市立総合病院、4 さいたま市立病院

【はじめに】非結核性抗酸菌（non-tuberculous mycobacteria; NTM）による中耳炎の約 8 割が
Mycobacterium abscessus complex 感染とされる。その中でも Mycobacterium abscessus subsp. 
abscessus（以下 M.abscessus）は多剤耐性であり、NTM の中で最も難治と言われる。中耳 M.
abscessus 症に確立した治療法はなく、一般的に肺 M.abscessus 症に準じて多剤併用抗菌薬を中
心として治療が行われている。また、肺 M.abscessus 症では、肺切除可能な症例には抗菌薬投与
にて菌負荷を軽減したのちに手術すべきとされており、中耳 M.abscessus 症でも、抗菌薬による
治療に加えて手術が行われることが多い。しかし、中耳 M.abscessus 症では、早期の手術が奏功
したとの報告や手術を行わず軽快したとの報告もあり、肺同様に抗菌薬投与を先行させて手術を
実施すべきか定かでない。今回 M.abscessus による中耳炎 3 例を経験し、種々の治療時期に手術
を施行し得られた知見をもとに、中耳 M.abscessus 症に対して適切と考えられる手術時期につい
て考察した。

【症例 1】71 歳男性。抗菌薬やステロイドに抵抗性の左耳漏で当院紹介。耳漏、鼓膜穿孔、中耳
肉芽、CT で骨破壊のない中耳軟部陰影を認めるも、耳漏一般細菌培養は陰性、中耳肉芽の病理
も非特異的な炎症所見のみであった。診断に難渋し、診断と治療を兼ねて乳突削開術を行い、病
理で乾酪性肉芽腫を認め、耳漏抗酸菌培養で M.abscessus による中耳炎の診断に至った。初診 4 ヶ
月後から多剤抗菌薬投与を開始し、再度乳突削開術で中耳肉芽を除去したところ、初回手術後か
ら持続していた耳漏は停止した。抗菌薬内服を 18 か月間継続後、残存鼓膜穿孔は 2 度の鼓室形
成術で閉鎖し、現在は症状の再燃なく経過している。【症例 2】29 歳女性。抗菌薬やステロイド
に抵抗性の左耳漏が持続し、耳漏抗酸菌塗抹検査陽性にて当院紹介。耳漏、鼓膜穿孔、CT で骨
破壊のない中耳軟部陰影を認め、耳漏抗酸菌培養でM.abscessusによる中耳炎と診断した。初診1.5
か月後に多剤抗菌薬投与を開始し、1 か月で耳漏は停止した。その後、菌残存評価目的に乳突削
開術を行い、抗酸菌培養陰性を確認した。抗菌薬内服を 14 か月間継続し、現在も症状再燃なく
経過している。【症例 3】29 歳男性。抗菌薬やステロイドに抵抗性の左耳漏があり、前医で中耳
NTM 症と診断されるも、通院自己中断。耳漏増悪あり当院紹介。耳漏と CT で骨破壊のない中
耳軟部陰影を認め、診断と治療を兼ねて鼓室形成術、乳突削開術を行った。中耳肉芽組織の抗酸
菌染色陽性であり、その後、耳漏抗酸菌培養で M.abscessus による中耳炎の診断に至った。術後
も耳漏は持続、創部離開も生じたが、初診 4 か月後に多剤抗菌薬投与を開始し、1 か月で創部は
生着、2 か月後には耳漏も停止した。現在も抗菌薬内服を継続中で、症状再燃なく経過している。

【考察】自験例のように、中耳 M.abscessus 症は難治性中耳炎として遭遇することが多い。中耳
M.abscessus 症は特異的所見に乏しく、抗酸菌培養でのみ診断に至る疾患であるため、難治性中
耳炎では抗酸菌感染症を念頭に置き、早期に耳漏抗酸菌培養を行う必要がある。しかし、抗酸菌
培養は菌の検出に時間を要し検出感度が 40-70％程度であること、迅速発育菌は市販のキットで
は同定が不可能であることから、診断困難な難治性中耳炎として、診断と治療を兼ねて手術を行
う場合があることはやむを得ない。症例 1 でも手術を施行したことが、診断の一助となった。し
かし、耳漏停止前に手術を行った症例 1 や 3 では術後も耳漏は停止せず、創部離開も生じた。中
耳 NTM 症で術後高率に創部感染を来したという報告もあり、中耳 M.abscessus 症においては、
手術単独での治療効果は乏しいと考えられた。また、自験例 3 例とも抗菌薬開始後に耳漏が停止
しており、治療には多剤併用抗菌薬が必須であることも示唆された。これらから、細菌学的診断
が判明している場合、肺と同様にまず抗菌薬治療を先行させ、抗菌薬治療の継続中もしくは終了
後に、残存肉芽除去や菌残存評価、伝音再建目的に手術を行うべきと考えた。本発表にあたり同
大学医学部感染制御部の長谷川直樹先生をはじめ諸先生方の御協力に感謝致します。
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当科での耳科手術における耳内検出菌および鼻内検出菌の比較検討

大島　一男 1,2、上塚　　学 2、小幡　　翔 2、大谷　志織 2、梅田　直暉 2、 
佐々　暢亜 2、河辺　隆誠 2、道場　隆博 2、西池　季隆 2

1 大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、 
2 大阪労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
急性中耳炎の起炎菌は、肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリスが 3 大起炎菌である一

方、慢性中耳炎罹患耳からは黄色ブドウ球菌、緑膿菌、コリネバクテリウム、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌
（CNS）などが多く検出され、両者の間では菌種が著しく異なる事が知られている。

当科では従来、他の多くの施設と同様に、術前耳漏を認めた症例に対しては術前の耳漏細菌検査を施行し
ていたものの、耳漏を認めない症例では必ずしも検菌を施行していなかった。しかし、耳漏を認めない症例
でも術後にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染症などで術後処置に難渋することも時に見られた。
そこで我々は、2016 年 8 月より、術前耳漏を認める症例はもとより耳漏のない症例に対しても術前および
術後の耳内検菌を全例施行し、感染状況に応じた対策を講じ良好な成果を得ている（本学会第 27 回にて発
表）。

また、大阪労災病院では感染対策チームの指導に基づき、手術症例全てにおいて術前に鼻腔内検菌を行っ
ている。

今回、我々は耳科手術症例における耳内検出菌と鼻腔検出菌の相違につき検討を行ったので報告する。
【対象と方法】

大阪労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科にて 2016 年 8 月から 2018 年 4 月にかけて耳科手術を施行した 245
症例を対象とした（本抄録作成時）。内訳は、慢性中耳炎 85 例、真珠腫性中耳炎 120 例、その他の症例は
40 例であった。

術前細菌検査：術前耳漏を認める症例では耳漏より、耳漏を認めない症例では鼓膜ないしは鼓膜付近の外
耳道皮膚をスワブで軽く擦過した。

術後細菌検査：術後 7 日目前後に抜去する耳内パッキング材（メロセル）を提出した。
鼻腔細菌検査：術前に両鼻前庭および鼻汁をスワブにて拭い細菌検査を施行した。耳内検菌とは異なり、

MRSA 検出の有無のみの簡易検査であった。
【結果】

上記 245 症例中、術前の耳内検菌で MRSA が陽性であったものは 8 例（3.3％）、術後の耳内検菌で
MRSA 陽性は 6 例（2.4％）、鼻腔より MRSA が検出されたものは 8 例（3.3％）であった。このうち、術前
の耳内検査にて MRSA 陽性で術後に MRSA 陰性となった症例（陰性化症例）が 3 症例、術前耳内検査にて
陰性で術後に陽性となった症例（陽性化症例）が 2 症例認められた。術前、術後共に耳内 MRSA 陽性は 2
例であった。

鼻内検査と術前耳内検査の比較では、両者ともに MRSA 陽性（真陽性）が 0 例、両者ともに陰性（真陰性）
が 229 例、鼻腔のみ陽性で耳内は陰性であったもの（偽陽性）が 8 例、耳内のみ陽性で鼻腔は陰性（偽陰性）
であったものが 8 例であった。耳内 MRSA 検出に対する鼻腔 MRSA 検査の感度は 0、特異度は 0.97 であっ
た。

鼻内検査と術後耳内検査の比較では、真陽性が 1 例、真陰性が 230 例、偽陽性が 7 例、偽陰性が 7 例であっ
た。耳内 MRSA 検出に対する鼻腔 MRSA 検査の感度は 0.13、特異度は 0.97 であった。

【考察】
耳内 MRSA 検出に対する鼻腔 MRSA 検査は、特異度は高いものの感度は極めて低く、特に術前の耳内

MRSA に対しては感度 0 であった。鼻腔 MRSA 検査での陽性は耳内 MRSA 陽性を反映しない事が示された。
急性中耳炎においては、その発症機序上推察される通り、急性上気道炎の際の鼻腔検出菌と同様の菌が起

炎菌として報告されているが、（広義の）慢性中耳炎では検出菌が大きく異なり、外耳道常在菌、あるいは
外耳より外側からの外来の菌が検出されることが多いことが知られている。また、鼻前庭の常在菌としては
黄色ブドウ球菌、CNS が代表的であり、外耳道常在菌と近い分布を認める。この事より、鼻前庭由来の菌
が経鼻腔・経耳管的に中耳に生着したと考えることもできるが、今回の検討で鼻腔内 MRSA キャリアの術
前耳内から MRSA が検出されなかったことより、それぞれ別の由来を持つ事が示唆された事は興味深い。

鼻腔・耳漏の両者を同一患者より系統的に検査している例は少ないと思われ、慢性中耳炎と鼻腔内細菌の
関連についての系統的な調査報告は渉猟しえた限り認めなかった。この点において今回の検討は有意義と考
えるが、院内の方針により鼻腔細菌検査が MRSA 検出の有無に限られており、更なる解析（多変量解析等）
は困難であった。
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人工内耳埋込後のコルチ器の細胞と支配する神経線維の 
保存状態についての免疫組織化学的評価

鎌倉　武史
国家公務員共済組合連合会　大手前病院　耳鼻咽喉科

人工内耳電極の挿入は蝸牛内に挿入時の損傷、異物反応、炎症反応、線維化、骨新生など様々
な変化をもたらす。これらの変化により、残存するコルチ器の有毛細胞や支持細胞、さらに支配
する神経線維が失われることがある。今回我々は人工内耳埋込術後のコルチ器の有毛細胞や支持
細胞、支配する神経線維の保存状態を免疫組織化学的に評価した。対象は 14 名の片側人工内耳
埋込術を受けた患者から得られた両側の側頭骨標本 28 耳（Otopathology Laboratory of the 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary）を用いた。各側頭骨に対し蝸牛軸、基底回転をそれぞ
れ含む 2 切片を anti-neurofilament, anti-myosin-VIIa, anti-tubulin の 3 種類の抗体を用いて免疫
染色した。染色された 2 切片には 6 ないし 7 つの蝸牛断面が含まれ、電極沿いの基底回転側、電
極より頂回転側に分けて免疫反応の有無を評価した。結果は以下のとおりであった。内外有毛細
胞 : 電極のある蝸牛と電極のない蝸牛の頂回転側で免疫反応は有意に少なかった。骨ラセン板内
の神経線維 : 電極に沿った部分でのみ免疫反応は有意に少なかった。支持細胞（内外柱細胞、
Deiters 細胞）、inner and outer spiral bundle: 電極のある蝸牛でも電極のない蝸牛でも同様に基
底回転側（電極沿い）で免疫反応は有意に少なかった。以上の結果より、電極挿入により基底回
転から頂回転までの内外有毛細胞と、電極沿いの骨ラセン板内の神経線維が有意に負の影響を受
けていたこと、支持細胞や spiral bundles には電極挿入の影響がみられなかったことが分かった。
本研究において多大なご指導をいただいた Joseph B. Nadol, Jr. 名誉教授（Massachusetts Eye 
and Ear Infirmary / Harvard Medical School）、免疫染色や標本写真の撮影に携わった Jennifer 
T O'Malley（Massachusetts Eye and Ear Infirmary）、標本作成に尽力いただいた Diane Jones, 
Barbara Burgess, Meng Yu Zhu（Massachusetts Eye and Ear Infirmary）、標本写真の撮影に
協力いただいた Garyfallia Pagonis（Massachusetts Eye and Ear Infirmary）、岡安唯先生

（Massachusetts Eye and Ear Infirmary / Harvard Medical School）に深謝いたします。
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人工内耳電極入れ替え手術困難症例

伊藤　壽一 1、扇田　秀章 1、松本　昌宏 1、西村　幸司 2

1 滋賀県立総合病院　聴覚コミュニケーション医療センター、 
2 京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】我が国で人工内耳手術が始まってから 30 年以上経過する。種々の要因から人工内耳
電極入れ替え手術を行う機会が増えてきている。初期の頃の人工内耳電極に比べ、最近の電極は
蝸牛内に挿入し易く、入れ替え手術においても比較的容易に手術が行われている。今回我々は人
工内耳電極入れ替えに難渋した症例を経験したので手術の工夫などにつき報告する。【症例】症
例 1：73 歳女性。両側真珠腫性中耳炎のため、他院で複数回手術施行。その後高度感音難聴とな
る。66 歳時に他院で左人工内耳埋め込み手術を受ける。術後数年経過し電極が徐々に外耳道に
露出し、耳処置後などに聞き取りも低下した。73 歳時に人工内耳入れ替え手術を行った。再手
術の際、蝸牛内肉芽のためか、蝸牛内の電極を取り出すことが困難になり、蝸牛開窓部をさらに
大きく削開して電極を取り出し、新しい電極を挿入後、開窓部を筋膜他で被覆した。症例 2：68
歳男性。両側耳硬化症のため他院であぶみ骨手術を受ける。40 歳代に両側高度感音難聴となる。
45 歳時に他院で左人工内耳埋め込み手術を受ける。術後 20 年以上経過し、徐々に聞き取りが悪
くなり、67 歳時に右人工内耳埋め込み手術を施行。右側の経過が順調で、更に良好な聞き取り
をもとめ左側手術を希望し、68 歳時に左人工内耳入れ替え手術を施行。症例 1 程ではないが蝸
牛内肉芽が認められ、蝸牛開窓部をある程度大きく削開した。なお手術の際、少しでも蝸牛への
侵襲を少なくするために人工外リンパ液を十分に灌流して行った。【考察】人工内耳手術が始まっ
てから 30 年以上経過し、人工内耳電極の不具合、またさらに良好な聞き取りを求め、人工内耳
電極入れ替え手術が徐々に増加しており、これからも増加すると予想される。一般に電極入れ替
え手術は比較的容易に行われるが、困難例もある。困難例の要因はいくつか考えられるが、難聴
の原因疾患（髄膜炎、内耳炎など）のため蝸牛内腔が狭小化、肉芽の存在なども大きな要因であ
る。また初回手術の手術法に問題がある場合も考えられる。これらの状態に遭遇した場合、やは
り肉芽除去などが必要となるが、蝸牛への侵襲もさらに大きくなる。症例 1 は結果的には術後の
聞き取りなどは良好であったが、手術に関しては内耳への侵襲は大きく、症例 2 のように少しで
も内耳の侵襲を少なくする工夫が必要であったと考えられる。
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高度混合性難聴の only hearing ear に対する人工内耳の使用経験

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

【はじめに】今まで、高度混合性難聴の only hearing ear を手術して聴力が悪化した場合に人工
内耳（CI）を考慮するという考え方が一般的であった。いわば救済手術（salvage surgery）であっ
た。高度混合性難聴の真珠腫（only hearing ear）を手術する時、「（1）聴力が悪化したら会話が
できなくなる、（2）canal wall down（CWD）法にすることが多いので耳内乾燥までに時間を要
し補聴器ができない、（3）何とか患者さんの QOL 改善そして術者のストレスを軽減する方法は
ないだろうか。」と思ってきた。たまたま聾耳の失聴期間が短い患者さんの手術をする時に、「聾
側に CI を先に埋め込み聾側がある程度聞こえるようになってから、only hearing ear の手術を
すれば患者さんの QOL が向上するのではないか」と頭に浮かんだ。【症例】76 歳女性【主訴】
両側難聴、右耳漏【現病歴】幼少時より両側中耳炎があり徐々に聴力が悪化した。右真珠腫に対
して当科で 2012 年 2 月と 11 月に canal wall up（CWU）法で段階手術を行い、聴力は 1 期目術
前 71.7dB から 2 期目術後 68.3dB とやや改善した。2012 年 5 月に当科で左 2 次性真珠腫に対し
て CWD 法で手術した。外側半規管瘻孔があったが、内骨膜は残せた。術後聴力が一旦改善した
が、徐々に悪化し 1 年後には左聾になった。2017 年初めより右耳漏が持続し、真珠腫の再発が
疑われ、only hearing ear である右耳の聴力悪化が懸念された。めまい、耳鳴はなかった。【左 2
回目手術（CI）前の所見】右弛緩部が深く内陥し、耳漏や debris が認められた。左耳は CWD
法後で耳内は乾燥していた。【検査所見】純音聴力検査で右気導 70.0dB・骨導 45.0dB、左気導
115.0dB であった。CT で右上鼓室から乳突部にかけて右真珠腫再発と思われる陰影がみられ。
左鼓膜は癒着していた。【左 CI 埋め込み術】左耳は 5 年前の手術まで補聴器装用で会話可能であっ
たので、右 only hearing ear の真珠腫手術に先立って 2017 年 8 月に左 CI 手術を行なった。左耳
後部切開後、CWD 法後の乳突部皮膚を剥離すると、水平半規管瘻孔上に置いた軟骨が認められ
た。顔面神経隆起をダイアモンドバ－でさらに低くしながら、癒着鼓膜後半部を挙上した。顔面
神経水平部は露出し、底板の前後脚基部と正円窓窩の浅い窪みが認められた。正円窓窩の窪みの
上前方に cochleostomy を行なった。CI512 電極を AOS technique で挿入し、開放された乳突部
電極を 2 枚の薄切軟骨板と骨パテで覆った。術直後の Stenvers 法で、電極が 1 回転余挿入され
ているのが確認された。【右真珠腫手術】　左耳内は 1 か月後乾燥した。患者さんは左 CI だけで
は会話できなかったが読唇併用で対面の会話はできたので、左 CI による言語聴取は時間と共に
良くなると予想された。そこで、only hearing ear の右真珠腫の手術を 2017 年 9 月（左耳手術
の 1 か月後）に行った。右真珠腫は上鼓室から乳突洞まで存在した。真珠腫摘出後、前回の手術
で立てた軟骨コルメラを除去した。顔面神経隆起を低くし、軟骨片 5 枚で鼓膜を作り軟骨コルメ
ラ 4c 型とした。開放した乳突部と鼓膜上に PGA シ－ト（ネオベ－ル ®）を 2,3 層敷いた。最後
に meatoplasty を行い、軟膏ガ－ゼをパッキングした。【術後経過】術後 47 日の右聴力は
68.3dB と術前とほとんど変わらなかったが、乾燥までに 3 か月かかった。その間補聴器を装用
できなかったので、左人工内耳で何とか会話していた。術後 66 日目の左 CI の語音聴取能は、単
語 52%、文章 52％（CI2004）と良好であった。その後、補聴器あるいは人工内耳の聞き取りが
増悪と改善繰り返し一定しなかった。術後 9 か月では、右補聴器のみで自由音場で 38.3dB・単
語 4%・文章 18%、左 CI のみで 25.0dB・単語 36%・文章 27%、両耳装用で 27.6dB・単語 52%・
文章 47% であった。現在、左 CI・右補聴器併用により日常会話は可能で、外出も一人でできる
ようになった。
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長期経過観察中に人工内耳埋込術を施行した Epstein 症候群の一例

森　　安仁 1、武田　英彦 1、小林万里菜 1、三澤　　建 1、渡部　涼子 1、阿部　聡子 1、 
熊川　孝三 2、西尾　信哉 3、宇佐美真一 3

1 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　耳鼻咽喉科、2 赤坂虎の門クリニック　耳鼻咽喉科、
3 信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】Epstein 症候群は、先天性巨大血小板性血小板減少症、進行性腎障害、感音難聴の
三徴を呈する常染色体優性遺伝疾患である。1972 年 Epstein らによって報告され、本邦ではお
よそ 40 症例が存在する稀な疾患である。類縁疾患には May - Hegglin 異常、Fechtner 症候群、
Sebastian platelet症候群がある。2000年に國島らにより4疾患全てがミオシン重鎖IIA遺伝子（以
下 MYH9）変異により発症することが判明し、MYH9 異常症として一連の疾患群と考えられる
ようになった。Epstein 症候群ではほぼ全例において難聴が幼少期以後より出現し、その進行に
よって両側聾に至ると報告されているが、人工内耳による装用効果や周術期管理、合併症などの
報告は未だ少ない。今回我々は Epstein 症候群が疑われた症例で、進行性感音難聴の長期経過観
察中に両側聾となった症例に対して人工内耳埋込術を施行したので、文献的考察を含めて報告す
る。

【症例】45 歳女性。難聴や腎炎の家族歴はない。生後 6 か月から鼻出血を繰り返していた。9 歳
頃より蛋白尿が出現し、近医を受診した際に貧血、血小板減少症を指摘され骨髄穿刺を施行され
たが異常を認めなかった。15 歳で特発性血小板減少性紫斑病の診断となり、ネフローゼ症候群
の合併を認めた。17 歳で当院初診となり、巨大血小板性血小板減少症、進行性腎障害、感音難
聴を認めため Fechtner 症候群を疑いプレドニゾロン 50mg/day より治療を開始されたが病状の
改善は得られなかった。その後顆粒球封入体（デーレ様小体）を認めず、Epstein 症候群が考え
られた。初診時の聴力閾値は右 30.0dB、左 35.0dB であった。23 歳時の聴力は右 36.3dB、左
41.3dB と難聴は緩徐に進行しており、右耳に補聴器装用開始した。進行性腎機能障害に対して
ステロイド投与や LDL アフェレーシスを行ったが改善なく、24 歳時血液透析導入に至った。そ
の後も緩徐に感音難聴が進行し、35 歳時には右 78.8dB、左 50.0dB まで悪化した。39 歳時に右
聴力の急性増悪を来たし右 101.3dB、左 60.0dB となったためステロイドパルス療法を施行した
が改善なく、左補聴器装用を開始した。その後も緩徐に難聴は増悪したが 43 歳時の左裸耳での
単音節聴取能は 55% と、人工内耳埋込術適応基準外であった。44 歳時に左聴力の急性増悪を来
たし、右 127.5dB、左 121.3dB の両側聾の状態に至り、ステロイドパルス療法を再度施行したが
聴力改善は得られなかった。側頭骨 CT や頭部 MRI で明らかな異常所見なく、平衡機能に左右
差がなかったことから、失聴期間の短い左側に人工内耳埋込術（CI 522、Cochlear 社）を施行
した。周術期も透析を継続し、また血小板はエルトロンボパグ内服にて血小板 50,000/µL 前後を
維持できていたため周術期に血小板輸血は用いなかった。周術期において合併症は見られず、音
入れ後の経過も極めて良好であった。術後 6 ヶ月の装用効果は、単音節 53%、単語 80%、文
93%（いずれも CI-2004）と一定の成績を得られている。保険診療による難聴遺伝学的検査では
変異を認めなかった。次世代シークエンサーによる難聴遺伝子解析を行った結果、MYH9 遺伝
子に変異が見出された。

【考察】Epstein 症候群ではほとんどの症例が幼少期から難聴を呈し、30 歳台までに聾に至ると
いわれている。我々が渉猟し得た限り、Epstein 症候群における難聴に対する人工内耳の成績は
良好であるとの報告が本邦で 2 例なされているが、本症例のように透析導入後の人工内耳患者の
報告はなく、維持透析管理下でも良好な装用効果が得られるものと思われた。また先の報告では
周術期に血小板輸血を要していたが、本症例ではエルトロンボパグ内服によって輸血を行わずに
手術を安全に施行できた。人工内耳施行例の周術期管理や術後成績に関するデータの蓄積は、今
後の人工内耳治療を検討する上で重要である。
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アブミ骨奇形の 1 家系の臨床調査

堀　　龍介 1、児嶋　　剛 1、岡上　雄介 1、藤村真太郎 1、鹿子島大貴 1、 
田口　敦士 1、北尻真一郎 2、庄司　和彦 1

1 天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科、2 信州大学医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】今回われわれは、難聴者の多発した 1 家系の 5 世代にわたる調査とそのうち 9 人 11
側に対して手術を行い、ほぼ同様なアブミ骨奇形の所見が得られたので、その詳細を報告する。【家
系図と症例まとめ】家系図は患者の家族からの問診より得られた。難聴者はいずれも幼少時より
発症していた。全例鼓膜・外耳道は正常で、その他の全身的な奇形を認めなかった。ティンパノ
グラムは A 型、アブミ骨反射は認められなかった。昭和 51 年 5 月から平成 28 年 7 月までに 11
例のアブミ骨手術を施行した。最近の 3 例は内視鏡下にて、以外は顕微鏡下にて手術を行った。
アブミ骨上部構造は消失し底板は固着しており、アブミ骨脚の基部と思われる痕跡的な骨隆起が
認められた。ツチ骨・キヌタ骨は観察範囲ではほぼ正常な形態で連鎖可動は良好であったが、ア
ブミ骨筋腱が豆状突起に付着してキヌタ骨長脚がやや後方および底板方向に変位していたのが 7
例あり、アブミ骨筋腱が消失していたのが4例あった。使用したピストンの平均長は3.5mmであっ
た。筆頭演者が当院着任以来に施行したアブミ骨手術における使用したピストンの平均長は
4.1mm で、これより有意に短いピストンを使用した。鼓索神経は存在しており、顔面神経水平
部が露出していた症例が 5 例、露出ないものが 3 例あった（3 例は記載なし）。全例術後聴力は
著明に改善した。両側とも手術した症例を手術ビデオと合わせて提示する。【考察】同一家系内
にアブミ骨の上部構造の欠損とアブミ骨底板の固着という同一所見が頻発しており、遺伝性の、
特に常染色体優性遺伝によるアブミ骨奇形を強く示唆している。同一家系内に多く発症するアブ
ミ骨奇形の臨床調査を詳細に報告したものは本報告以外に見当たらない。アブミ骨の発生につい
て、頭・脚・底板の鼓室側は第 2 鰓弓に由来し、アブミ骨底板の前庭窓側は耳嚢に由来するとい
う二元説が有力である。アブミ骨筋は第 2 鰓弓に由来する。顔面神経管は耳嚢の凹みとして発生
し、内側壁は内耳骨包から、鼓室側壁は結合織に由来するとされている。しかし、アブミ骨底板
に脚の一部のように痕跡的にみとめた骨性隆起があることや、顔面神経管の骨欠損・アブミ骨筋
腱の欠損のばらつきなど、単一の鰓弓の発生異常のみでは理解できない点もある。また、本家系
でのアブミ骨奇形の原因遺伝子を解析するべく、現在家系から 6 名の同意を得て採血し、信州大
学耳鼻咽喉科と共同で遺伝子解析を行っている。
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EYA4 遺伝子コピー数変異が原因と考えられた 
非症候性家族性難聴の一家系

石野　岳志 1、園山　　徹 1、竹野　幸夫 1、茂木　英明 2、宇佐美真一 2

1 広島大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科、2 信州大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】Eyes absent 4（EYA4）は常染色体優性遺伝による遺伝性難聴の原因遺伝子の一つ
として知られ、DFNA10 の原因遺伝子として知られている。本遺伝子は染色体 6q22.3-q23.2 に位
置し、EYA4 は Na+/K+-ATPase の調整に関与し、コルチ器の形成に関与することが知られて
いる。本遺伝子変異による難聴は遅発性、進行性の感音難聴を呈し、発症は 6 才から 50 才、中
音域から発症し、加齢に伴い全周波数に及ぶ。当初は軽度であるが、徐々に進行し中等度難聴か
ら高度難聴を呈することが知られている。今回当院にて経験した非症候性家族性難聴の一家系に
おいて、EYA4 遺伝子におけるコピー数変異（CNV）を信州大学との共同研究における次世代シー
ケンサー（NGS）および array CGH にて同定できたため、文献的考察を含め報告する。【症例】
51 歳　女性【現病歴】中学生頃から難聴が出現し、徐々に進行。補聴器を 23 歳から装用開始した。
その後、30 歳より当院にて定期的に聴覚管理を行っている。【家族歴】母親および母方の弟と妹
に難聴を認める。難聴者に心疾患の既往なし。【既往歴】心電図の異常など心疾患の既往なし。
子宮筋腫を認める。【遺伝学的検査】本家系において、proband は中等度難聴を若年時から発症し、
徐々に難聴の進行を伴っており、当科に聴覚管理目的で定期的に通院していた。家系図から常染
色体優性遺伝による遺伝性感音難聴が疑われたため、先天性難聴の遺伝子診断を行うとともに、
信州大学との共同研究にて精査を行った。インベーダー法および NGS による保険診療での遺伝
子診断の結果では、遺伝子変異が同定されなかったが、共同研究での NGS で EYA4 の CNV の
存在が疑われ、array CGH にて EYA4 の CNV が同定された。家系図および難聴の経緯からも
本遺伝子変異による遺伝性難聴であることに矛盾はなく、本遺伝子変異による難聴である可能性
が想定された。Proband において、心疾患は認めず、DFNA10 に想定するものと考えられた。【考
察】本家系において、難聴の原因は長らく不明で、保険診療での検査でも遺伝子変異は同定され
なかった。しかしながら、共同研究での検索において EYA4 の CNV の同定ができ、その領域か
ら本変異が病的変異であることが想定された。EYA4 の CNV の同定は今回の報告が新規であり、
今後の遺伝性難聴の検討においてはこのような CNV による難聴発症の同定も可能な検査方法が
保険適応となることが望ましいと思われた。
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TECTA 遺伝子変異が同定された優性遺伝形式遺伝性難聴の 1 家系

石川浩太郎 1、西尾　信哉 2、宇佐美真一 2

1 国立障害者リハビリテーションセンター病院　耳鼻咽喉科、2 信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
難聴の遺伝学的検査は飛躍的に進歩し、19 遺伝子 154 変異を網羅できる健康保険適応検査と、

希少原因遺伝子変異を検索する研究解析の 2 段階で行われてきた。今回、3 世代にわたる常染色
体優性遺伝形式遺伝性難聴家系の解析を行い、TECTA 遺伝子変異を同定できたので報告する。

【家系提示】
家系図を図 1 に示す。発端者は III-2 に示す女児。新生児聴覚スクリーニングで要精査となり

初診。ABR 検査で右 90dB、左 85dB と難聴を認め補聴器装用での訓練を開始。その後両側
77.5dB の難聴が確定した。III-3 と III-4 に示す兄弟は新生児聴覚スクリーニングを行わずに初診
した。ASSR 検査で 2 人とも両側 70dB の難聴を認めた。3 人とも補聴器装用で良好な言語発達
が得られた。母親（II-3）は幼児期からの 80dB の感音難聴を認めた。母方祖父（I-3）は右
70dB、左 80dB の難聴を認めた。父親（II-2）、姉（III-1）、祖母（I-4）には難聴を認めなかった。

【遺伝子解析】
発端者と兄弟は 13 遺伝子 46 変異を検索する従来の遺伝学的検査を施行したが変異が同定され

ず研究検査に提出した。あわせて父親、母親、姉、祖父、祖母にも協力を依頼した。既知難聴原
因遺伝子 63 遺伝子の網羅的な解析で難聴を発症している 5 人から TECTA 遺伝子 c.5987T＞A

（p.I1996N）変異が同定された。健聴の 3 人からは変異は検出されなかった。
【考察】

TECTA 遺伝子は内耳蝸牛蓋膜の非コラーゲン基質を形成する α-tectorin をコードする遺伝子
で非症候群性難聴の原因となる 1）。今回同定された TECTA 遺伝子 c.5987T＞A（p.I1996N）変
異は、これまで報告のない新規遺伝子変異である。病原性の確認として、3 世代に渡る家系内で
のセグリゲーションが明確であること、同変異は 1000 人ゲノム、EVS6500、信州大学でのコン
トロールで 1％以上存在しないこと、SIFT、PP2、LRT、MutT などの、遺伝子変異がタンパク
質に及ぼす影響を予測するプログラムで病的変異である可能性が高いという結果が得られたこと
から、本変異はこの家系における難聴の原因遺伝子変異という結論に達した。また家系内の難聴
者すべてで、聴力レベルが高度難聴であるにもかかわらず、補聴器の装用効果が高いことが特徴
的であり、TECTA 遺伝子変異による難聴の特徴を表していると考えられた。

【参考文献】
 1）Verhoeven K, et al.: Mutations in the human alpha-tectorin gene cause autosomal 

dominant non-syndromic hearing impairment. Nat Genet 19: 60–62, 1998.
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次世代シークエンス解析データを用いた遺伝子コピー数解析手法

西尾　信哉 1,2、茂木　英明 1、宇佐美真一 1,2

1 信州大学医学部耳鼻咽喉科、2 信州大学医学部人工聴覚器学講座

従来、遺伝性難聴をはじめとするメンデル遺伝性疾患の遺伝子解析は、目的遺伝子の塩基置換
や短い欠失・挿入変異の解析に重点が置かれており、より大きな遺伝子の構造変化は検出困難な
こともあり、あまり注目されてこなかった。しかし、次世代シークエンサーの臨床応用により、
解析で得られた膨大なシークエンスデータを活用して CNV 解析を行う試みが広く行われるよう
になってきており、その重要性が広く認識されるようになってきている。本研究では、現在保険
診療で実施されている遺伝学的検査と同一の次世代シークエンス解析（Ion AmpliSeq ＋ Ion 
PGM）により得られたデータを用いて、効率的に CNV 解析を行う手法を確立することを目的に
検討を行った（Nishio S, Moteki H, Usami S. Mol Genet Genomic Med. 2018）。本研究により開
発された手法は、Read Depth 法とよばれる手法をベースにしており、次世代シークエンス解析
によって得られた DNA 配列情報をヒトゲノム配列にマッピングした際に得られる塩基配列の読
み取り深度（depth of coverage）情報を用い、複数患者間で比較を行うことで CNV の検出を行
う手法である。一例として、STRC 遺伝子の 2 copy loss 変異による難聴症例と、その母親の次
世代シークエンス解析データを用いて CNV 解析を行った結果を図示する。罹患者では 15 番染
色体に位置する STRC 遺伝子領域の相対読み取り深度が 0 コピーとなっており、両親では 1 コ
ピーとなっていることが容易に見てとれ、常染色体劣性遺伝形式の難聴の原因となっていること
がわかる。また、本手法を用いて日本人難聴患者 2,371 例の CNV 解析を行ったところ、234 例
より何らかの CNV を検出することが明らかとなった。見出された CNV の中には病的意義の明
らかでないものも含まれているため、今後さらに詳細に検討を行う必要はあるものの、少なくと
も 41 例（1.7%）は難聴の原因と考えられる CNV を有していた。今後、病的意義の確立した
CNV に関しては順次、保険診療での検査対象に加え、臨床へのフィードバックを進めていきた
いと考えている。
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Whole Exome Sequencing による難聴のゲノム解析と臨床像の解明

松永　達雄 1,2,3、務台　英樹 1、小島　敬史 1,2、奈良　清光 1、山本　修子 1,2、 
南　修司郎 1,2、加我　君孝 1,2

1 国立病院機構　東京医療センター　感覚器センター、 
2 国立病院機構　東京医療センター　耳鼻咽喉科、 

3 国立病院機構　東京医療センター　臨床遺伝センター

【目的】
永続性、両側性の小児難聴の半数以上が遺伝性難聴と想定されており、成人後に発症する遺伝

性難聴の患者も多い。遺伝性難聴の原因診断は、難聴の特徴、他の随伴症状、増悪の予防、治療
の有効性、遺伝形式などの情報を得ることに役立つ。難聴の原因遺伝子は多様であり、未知の遺
伝子も多い。幅広く原因遺伝子とその臨床的特徴を解明できれば、より適正な遺伝学的検査の実
施に役立つ。また、新たな難聴遺伝子の同定は、診断の感度を高め、難聴の病態解明にもつなが
る。このため、私達は保険検査および候補遺伝子検査では原因を同定できなかった難聴児におい
て、Whole Exome Sequencing（WES）による遺伝的原因と臨床的特徴を検討した。

【方法】
対象は遺伝性難聴が疑われた小児難聴で、難聴遺伝子の保険検査および症状から原因が疑われ

た遺伝子に変異なしの 203 家系である。患者および協力を得られた両親から静脈血採血を行い、
DNA を抽出し、exome 領域を濃縮し、Illumina 社製次世代シーケンサーで塩基配列を決定した。
さらに人種別アリル頻度情報を含めた各種生物情報および家系解析により原因候補変異の絞り込
みを実施し、Sanger 法シーケンスで確認した。遺伝子変異の病的意義は ACMG2015 ガイドライ
ンおよび ClinGen Hearing Loss Clinical Domain Working Group のプロトコールに準じて判定
した。比較的頻度が高かった遺伝子の発症年齢、聴力閾値、聴力型、経過、随伴症状も検討した。

【結果】
本研究で WES を実施した 203 家系のうち、原因確定または候補が 1 遺伝子に絞られた家系は

82 家系（40％）であった。新規原因候補も含め 37 遺伝子が原因候補として得られた。STRC、
MYO15A、USH2A、PTPN11 は 4 家系以上で検出された。一方、1 家系でのみ原因候補として
絞られた遺伝子が 22 種あった。臨床像においては、STRC が原因として同定された症例は全て
0 歳発症、難聴の程度は軽度 36%、中等度 57%、聴力型は水平型 67% で低音型 17%、聴力変動
なしが 92%、進行なしが 79%、運動発達遅れなしが 71% であった。MYO15A が原因として同定
された症例の難聴の程度は中程度 20%、高度 60%、重度 20%、進行ありが 70% であった。
USH2A が原因として同定された症例では、発症年齢の中央値が 22 歳、難聴の程度は軽度 25％、
中程度 50%、高度 25%、聴力型は水平型 50%、進行なしが 60% であった。PTPN11 が原因とし
て同定された Noonan 症候群の症例では難聴の程度は高度 80%、重度 20%、運動発達遅れが
50％で認められた。

【考察】
難聴の原因には極めて多様な遺伝的原因があり、臨床像からは予測困難な症例も多く含まれた。

このような症例では、遺伝学的検査による原因の同定が的確な診療に役立つとともに、専門的な
遺伝カウンセリングの準備と継続的な診療が必要となる。これには幅広い原因遺伝子の効率的な
検査が重要な役割を果たす。幅広い遺伝子の臨床情報を蓄積することも重要である。また、本研
究では WES による新たな難聴遺伝子の発見と病態の理解が進む可能性も示された。

【謝辞】
本研究への参加に同意・協力くださった患者とその家族、共同研究施設の諸先生方に深謝した

い。本研究のゲノム解析は理化学研究所・統合生命医科学研究センター　桃沢幸秀・鎌谷洋一郎・
久保充明各先生、東京医科歯科大学・難治疾患研究所　宮冬樹・角田達彦各先生、慶應義塾大学
臨床遺伝学センター　小崎健次郎先生との共同研究で行った。
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3D モニターによる内視鏡および顕微鏡手術の経験

福井　英人 1、小西　将矢 2、三谷　彰俊 2、井原　　遥 1、岩井　　大 2

1 関西医科大学総合医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 
2 関西医科大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

〈はじめに〉　耳科領域において経外耳道的内視鏡下手術は盛んに行われるようになってきた。低
侵襲で広視野が得られ、専用のデバイスも増えているため、その適応範囲は徐々に拡大しつつあ
る。一方で、両眼視によって三次元構造が把握できる顕微鏡手術とは違い、単眼視でモニターを
通した二次元の視野となるため、立体解剖の把握については術者の経験に強く依存していること
が問題になっている。さらにその問題を補うための 3D 内視鏡においては解像度の悪さなどに起
因した違和感と疲労感があったり、立体視のためにカメラが 2 つ必要となり必然的に内視鏡が太
くなることによって手術操作が制限されるなどの問題のため実用的ではなかった。ところが、近
年の急速な技術革新により、それらの問題点が改善されてきている。さらに、これまでの顕微鏡
手術では術者以外は 2D 映像しか見ることが出来ず、立体構造を意識した手術操作を把握するこ
とが難しかった。これに対して 3D モニターを使用した場合、助手や見学者が術者と同一の視野
を共有できるという利点が報告されている。今回、我々は 2D → 3D コンバーターによる内視鏡
手術および 3D モニターを見ながら行なう顕微鏡手術を経験したので報告する。〈方法〉　内視鏡
手術は FASE 社の 2D → 3D コンバーター（NOVEL HD-3D-A）と 32 型 3D モニター（FASE-
3D32GLAS）を当科で従来から使用している単眼内視鏡に接続して行なった。顕微鏡手術は既存
の顕微鏡に FASE 社の 3D 撮影用のカメラを両眼にそれぞれ設置し、3D Side By Side エンコー
ダを通して 3D モニターに接続する Heads-Up Surgery のシステムを採用した。内視鏡および顕
微鏡、どちらの手術においても、術者、助手、見学者は専用のメガネを装着し、全員が同じ 3D
モニターを共有した。〈考察〉　内視鏡手術に関しては、使い慣れた内視鏡を使い、3Dコンバーター
によって両目視差や輻輳角が演算された 3D 表示を見ながらの手術であったため、操作性は問題
にはならなかった。解像度は既存の 2D モニターと変わらず、偏光メガネをかけるため少し画面
が暗く見えることに対してモニター自体の明るさを調整することで解決できた。3D 表示につい
ては、時間と共に慣れて、最終的に違和感はなくなった。今回の経験では 3D 酔いや疲労感を訴
えた者はおらず、立体構造が分かりやすい利点だけが際立った。顕微鏡手術に関しては、顕微鏡
を覗き込む従来の方法ではなく、術者の正面に置かれた 3D モニターを視認しながら自然な姿勢
で手術を行なうことが出来る Heads-Up Surgery システムを採用した。これにより、頸椎や腰椎
の疾患を持った術者の負担を軽減できることが考えられる。さらに術者を含めた全員が 1 つの
3D モニターで術野を共有するため、手術関連情報も統一され、助手などとのコミュニケーショ
ンもとりやすかった。ただし、普段から顕微鏡を覗き込んで手術を行なっている術者にとっては、
目の前にある顕微鏡の位置によってはモニターを遮ったり、モニターを見て行なう手術手技に違
和感を感じたりといった不都合もあった。内視鏡・顕微鏡どちらの手術においても立体解剖の理
解しやすさや、同一画面で立体構造を共有できることを利用した学生教育や研修医のトレーニン
グ手段としての応用範囲は、短所を補って余りあるほど有用であると考える。また、現在ではメ
ガネ無しでも 3D 映像が見えるモニターも発売されており、今後の更なる技術革新が期待される。

〈まとめ〉　3D コンバーターを使用した内視鏡手術と、3D モニターによる顕微鏡手術を経験した。
3D 映像や手術操作に初めは違和感があるが、時間と共に慣れることが出来た。立体的な解剖学
的構造の理解が重要な耳科手術において、術者以外の理解や学習効果を増す効果が期待される。
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耳科手術に対する新規画像機器（VITOM 3D、単眼 3D 内視鏡システム、
Image-1 S 4U カメラシステム）の使用経験

古川　孝俊、伊藤　　吏、窪田　俊憲、松井　祐興、阿部　靖弘、鈴木　祐輔、 
後藤　崇成、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）安全な手術を行うためには優れた視認性と明るさが不可欠となる。双眼視の手術用
顕微鏡は、複雑な構造を呈する中耳腔を立体的に捉えられることから、耳科手術に必要不可欠な
機器として定着している。しかし術者が首や腰を長時間曲げなければならない等の問題があった
が、この点を解決するシステムとして、昨年 4K CMOS センサーを 2 つ組み合わせることで、小
型のツールでありながら顕微鏡と同じ立体視ができる、VITOM 3D が発売された。一方、内視
鏡は視野が広角でかつ対象物に接近して拡大視することも可能であり、顕微鏡の死角も観察でき
るため、我々はほとんどすべての操作を内視鏡下に行う経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）
を積極的に行い、3CCD カメラと高精細度（high definition: HD）モニターを使用したシステム
を標準システムとして用いてきた。近年内視鏡下手術を補助する単眼 3D 内視鏡システムが本邦
から発売となった。更に今年に入ってから Image-1 S 4U カメラシステムが登場し、2.7mm スコー
プを用いた我々の TEES の画質を更に改善させるシステムが使用できる状況となった。耳科手
術における上記システムの有用性を報告したものがほとんどないため、今回当科での使用経験を
元に上記システムの検討を行った。（方法）VITOM 3D を顕微鏡手術と比較してメリット・デメ
リットを検討した。単眼 3D 内視鏡システム、Image-1 S 4U カメラシステムも従来の HD 内視
鏡システムと比較した。更に上記 3 つのシステムの有用性を術者にアンケート方式で調査し、術
者の印象の検討も行った。（結果）VITOM 3D、単眼 3D 内視鏡システム、Image-1 S 4U カメラ
システムの手術風景をそれぞれ図 1、2、3 に示す。VITOM 3D は、視認性・操作性・姿勢にお
ける利点と、TEES と顕微鏡を併用する dual approach においてシームレスな運用が可能となる
利点を有していた。単眼 3D 内視鏡システムは HD 画像をダウンコンバートしてから 3D 画像に
合成するのだが、HD 画像が十分高精細であるため、作成された 3D 画像も高精細さが保たれて
いた。Image-1 S 4U カメラシステムは CCU 本体がまだ 4K 対応となっていない未完全な状態で
あるが、従来と同等以上の鮮明さ・色調が得られていた。アンケートでも、平均的には同等以上
の印象が得られていた。（考察）耳科手術がより安全・確実・簡便に行える様サポートする新規
画像機器が様々に利用できる状況となってきたが、利点欠点を十分に把握し、適材適所の使用を
心掛ける必要があると思われる。
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水中内視鏡下耳科手術におけるシリコン製洗浄吸引管の使用法

藤田　豪紀、高林　宏輔、長峯　正泰
旭川赤十字病院　耳鼻咽喉科

【始めに】
近年、経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）における骨削開を水中下に施行する報告がなさ

れている。
我々は TEES における水中下での操作を容易にするため、藤田医科器械に依頼して、光学視

管に装着できるシリコン製洗浄吸引管を考案し作製をすすめてきた。この度、製品化のめどがたっ
たので、本製品の使用法についてご報告したい。

【シリコン製洗浄吸引管の使用方法】
当科では TEES における骨削開に Medtronic 社の Visao High-Speed Drill に Curved diamond 

bar を装着して使用している。
このドリルの Power Console にエンドスクラブ用の洗浄チューブを装着すれば水を供給と足

踏みステップでの水の on-off が可能となる。
吸引側には圧調節の可能な吸引器を連結する。

【シリコン製洗浄吸引管の構造】（図 1）
本体は複管となっており、2 本の連結管がつながっている。
1 本は水供給用で通常のフリーロックコネクター連結用でエンドスクラブシース用の洗浄

チューブが連結可能である。
1 本は吸引チューブ連結用である。

【シリコン製洗浄吸引管の利点】（図 2）
水中下の TEES は内視鏡レンズ洗浄用のシース（エンドスクラブシース、メドトロニック）

により水を供給し水中下の状態を作成し、操作を施行することが可能である。しかし、2.7mm
光学視管にエンドスクラブシースを装着すると外径が約 3.5mm となり、隙間からは細い器具し
か入らない状態となり、カーブドバーの挿入には骨削開が必要となる場合がある。

一方、シリコン製洗浄吸引管は、光学視管の横に装着する形であり、さらに素材が柔らかいた
め、より太い器具の挿入が可能となる。通常の大きさの外耳道であれば、隙間からのカーブドバー
および手術器具の挿入が可能である。

【使用上の注意点】
吸引圧が高過ぎると気泡が発生して視野を妨げるため、吸引圧を 8 ～ 10mmHg に設定して使

用している。低圧でも気泡が発生する場合は吸引圧を 0mmHg にしている、その際は多量の水
が外耳道から流出する。

本製品の使用状況をビデオで供覧したい。
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内視鏡下耳科手術における高周波メスの使用経験

森口　　誠
森口耳鼻咽喉科

【はじめに】　侵襲の少なさから鼓室形成術における内視鏡下耳科手術（TEES）の割合が増して
いるが、まだまだ局所麻酔下日帰りで行う施設は少ない。局所麻酔下で行う場合、全身麻酔で麻
酔科に全身管理を任せた場合に比べて血圧の上昇をコントロールすることが難しい。また全身麻
酔のように常に低血圧状態を保つことも困難である。全身麻酔の場合術中血圧は入室時血圧に比
べて 70 ～ 80％に保たれている。TEES では術野の出血が手術を円滑に進めるにあたって最も大
きな障害となる。術野の出血を抑えることができれば常に良好な視野で手術を進めることができ
手術時間を短縮することができる。耳後切開の顕微鏡下手術では電気メスを使用して止血を行う
が、TM フラップの作成には普通使用しない。切開端における炭化が問題となりフラップの距離
が短縮することも難点である。当院では 2017 年より術中血圧のコントロールの難しい局麻下
TEES に高周波メスを使用し出血のコントロールを行っているので動画を交えて紹介する。【方
法】　4.0MHz の ellman 社製のモノポーラを局所麻酔下 TEES の TM フラップ作成時に使用した。
電極は専用のものがないため、細・太の直の針電極を曲げて使用した。【結果】　TEES では TM
フラップ作成時に最も出血する。その出血を抑制することがそのあとの操作を円滑に行うことに
大きく寄与する。4.0MHz の高周波メスを用いて TM フラップを作成するとラウンドナイフやテ
ラメスを使用時に比べて切開が容易であり切開部の出血がなく、外耳道剥離挙上時に出血はある
が一時的なものであるため断端からの持続的な出血に悩まされることはなかった。外耳道上方の
厚みをもった皮膚も容易に切開することができた。ただ高周波メス使用時には白煙が上がり視野
を妨げることがあったため吸引を近くで使用し視野を確保した。実際に多用した針電極ではやや
太く、細い針電極では腰がなく安定性に欠けた。【考察】　一般的な電気メスは主に 500kHz 前後
の周波数帯を使用しており電気を流す力で切開凝固を行うのに対し、高周波メスは 4.0MHz の周
波数を使用しており組織細胞中の水分子への高密度な集中性が行え、過剰な熱変性や炭化を抑え
た組織損傷の少ない切開凝固が可能であるとされている。実際に使用してみると切開部の炭化も
なく熱による凝固縮小が全くないわけではないが少なく TM フラップを戻した時の短縮は気に
ならなかった。今後の使用に当たっては専用の針電極がないため適度な太さの電極作成と白煙吸
引装置の作成が待たれる。それらが揃えば TEES にとって有用なツールの一つになると考えら
れた。
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就学時検診が契機で発見された小児真珠腫性中耳炎の検討

菅　　太一、土屋　吉正、岸本真由子、車　　哲成、内田　育恵、谷川　　徹、 
小川　徹也、植田　広海

愛知医科大学　耳鼻咽喉科

【背景】学校検診での難聴の検討報告は認めるが、真珠腫性中耳炎に限った報告はあまり例がなく、
当院の過去の例から就学時検診で発見された例において特徴がないか検討した。

【対象】2009 年 7 月から 2017 年 5 月までに就学時検診が契機で他院から紹介受診され当科で初
回手術加療を行った小児真珠腫性中耳炎 14 例 14 耳を当院の症例や文献の報告と比較した。年齢
は 6 歳から 8 歳、性別は男児 10 耳、女児 4 耳であった。

【結果】初診時の主訴に関して就学時検診の児童では 14 耳とも無症状であり、過去の当院の小児
真珠腫全体では耳漏や耳痛などの症状を有する例が 75% であった。中耳真珠腫進展度分類 2015
改訂案に基づいた中耳真珠腫の病態内訳としては先天性 13 耳、緊張部型 1 耳であった。就学時
検診が契機で発見された小児先天性真珠腫の stage 分類ではステージ 1a は認めず、当院の小児
真珠腫全体では 1a を 3 割に認めた。中耳炎既往については就学時検診では 6 耳、小児真珠腫全
体では 40 耳であった。滲出性中耳炎合併については、就学時検診では半数に合併、小児先天性
真珠腫全体では全 36 耳のうち 6 耳であった。伝音難聴の比較では、就学時検診で滲出性中耳炎
合併のない症例群では 30-40dB にピークを認め、滲出性中耳炎合併の症例群では 40dB から
50dB 以降にピークを認めた。

【考察】先天性真珠腫が多かった理由としては小児先天性真珠腫は無症状で発見されることが多
いことや、緊張部型真珠腫や弛緩部型真珠腫では耳漏などの有症状が先行し、すでに耳鼻科に受
診して発見されている可能性が考えられた。Stage1a 症例は認めなかった理由としては 1a は 1b
と比較して close 型の真珠腫が多く鼓膜透見で指摘しやすく、より低年齢で発見される可能性を
考えた。実際に当院の症例では 1b 症例に比較して 1a 症例で close 型が多かった。滲出性中耳炎
合併症例が多かった理由に関してはアデノイド増殖が最大の時期に就学時検診を行うために滲出
性中耳炎の検出率が多いのではないかと考え、治療前後の聴力検査や鼓膜所見の確認が重要であ
り普段の外来診療で小児滲出性中耳炎の中に真珠腫が隠れている可能性もあり滲出性中耳炎治癒
後の聴力にも注意が必要であると考えられた。滲出性中耳炎と真珠腫の合併を疑う場合は手術対
応が可能な病院への紹介の必要性や、滲出性中耳炎の罹患患児の高度伝音難聴については、真珠
腫などの他疾患の合併を考慮する必要があると考えられた。

O-55



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 328, 2018

先天性真珠腫の臨床検討

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

【はじめに】先天性真珠腫は中耳進展度分類 2015 年案にて、先天的に中耳腔内に発症し、鼓膜や
外耳道上皮に連続していない、鼓膜穿孔や陥凹を原則認めないものと定義された。今回我々は過
去 7 年間における先天性真珠腫の臨床像、治療成績を検討したため、若干の文献的考察を加えて
報告する。

【対象】2009 年 1 月から 2016 年 12 月までの間に、大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科で鼓
室形成術を施行し、術後 1 年以上（段階的手術の場合は、第 2 次手術から 1 年以上）の経過観察
が可能であった先天性真珠腫新鮮例 22 耳を対象とした。

【方法】進展範囲は中耳真珠腫進展度分類 2015 年案に基づいた。術後聴力成績判定基準 2010 年
案を満たし、術後再発など問題がないものを治療成功とした。手術は耳後部を切開し顕微鏡下に
行うが、鼓室洞病変に対しては耳用内視鏡を併用した。真珠腫母膜の連続性が不明瞭な場合は段
階手術の方針とした。

【結果】患者背景について、年齢は中央値 8 歳であった。性差は男性 18 耳、女性 4 耳であった。
観察期間は中央値 4 年 1 カ月であった。受診経緯について、偶然発見 10 耳（学校検診 5 耳、診
療所 5 耳）、難聴 7 耳、滲出性中耳炎 3 耳、その他 2 耳であった。進展度は Stage I が 8 耳、
Stage II が 13 耳、Stage III が 1 耳であった。病変の占拠部位について、前鼓室 9 耳、中鼓室前
半部 12 耳、中鼓室後半部 20 耳、鼓室洞 12 耳、上鼓室 8 耳、乳突洞・乳突蜂巣 5 耳であった。
キヌタ骨病変について、病変なし 7 耳、長脚欠損 14 耳、豆状突起のみ 1 耳であった。アブミ骨
病変について、病変なし 13 耳、上部構造部分欠損 2 耳、上部構造全欠損 7 耳であった。手術方
法は一期的手術 4 耳、段階手術 18 耳であった。段階手術 18 耳のうち、遺残を認めたものは 8 耳
であった。真珠腫遺残部位について、アブミ骨底板 6 耳、鼓室洞 1 耳、アブミ骨底板～鼓室洞 1
耳であった。治療成績は成功 15 耳、非成功 7 耳であった。

【考察】過去の報告によると、先天性真珠腫は男児に多く、欧米では鼓室前半部、本邦では鼓室
後半部に多い。本検討でも 90% に鼓室後半分病変を認め、遺残部位は全例アブミ骨から鼓室洞
に認めたが、同部位への到達は耳用内視鏡が有用であった。先天性真珠腫鼓室限局例に対する当
科の治療方針について、従来は耳後部を切開し、顕微鏡・内視鏡併用手術としていたが、今後は
経外耳道的に内視鏡下耳科手術を積極的に行う予定である。
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当科における中耳真珠腫手術症例の検討　－小児・非小児での比較－

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

【背景】
小児期に発症する真珠腫の特徴として、先天性真珠腫が含まれる、症状を自ら訴えられないこ

とも多い、再形成再発や遺残性再発の頻度が成人に比して多い、急激な進行を起こす例がみられ
る、手術後に長い人生が控えている、側頭骨が発育段階である、術後中耳炎を起こしやすいこと
で中耳の状態が安定しないことなど多くの点があげられる。近年、乳幼児健診の普及や光学機器、
画像診断の発達により、低年齢で発見される真珠腫は増加傾向にあり、小児期の適切な真珠腫手
術が求められるようになってきている。今回我々は当科での小児中耳真珠腫の手術症例を解析し、
先天性と後天性でのデータの比較や、非小児例のデータと比較することで、小児真珠腫の特徴や
手術成績について検討することとした。

【対象・方法】　2006 年 4 月から 2017 年 6 月までの 10 年間において、福井大学医学部附属病院
耳鼻咽喉科で初回手術加療を行った中耳真珠腫の症例を後方視的に調査した。15 歳未満の小児
例 58 例と 15 歳以上の非小児例 212 例につき、真珠腫のタイプ、術前ステージ分類、術式、伝音
再建、外耳道後壁保存率、再発率、再発のタイプ、合併症などについて比較検討を行った。平均
年齢は 2 小児例が 8.2 歳、非小児が 53.3 歳であった。男女比は小児例が男性 38 例、女性 20 例、
非小児例が男性 94 例、女性 118 例であった。

【結果】
小児例 58 例のうち、先天性真珠腫が 21 例、後天性真珠腫が 37 例（弛緩部型真珠腫が 23 例、

緊張部型真珠腫が 6 例、弛緩部・緊張部複合型が 1 例、二次性真珠腫が 7 例）であった。真珠腫
の進展度は日本耳科学会の中耳真珠腫進展度分類 2015 改定案に従って分類した。先天性真珠腫
のうち、1a は 7 例、1b は 5 例、1c は 1 例、2 は 8 例、3 は 0 例、4 は 0 例であった。弛緩部型
真珠腫のうち、1a は 0 例、1b は 7 例、2 は 15 例、3 は 1 例であった。緊張部型真珠腫のうち、
1a は 3 例、1b は 2 例、2 は 1 例、3 は 0 例、4 は 0 例であった。二次性真珠腫のうち、1a は 1 例、
1b は 4 例、2 は 2 例、3 は 0 例、4 は 0 例であった。小児例全体では stage1 が 30 例（51.7％）
と最も多く、非小児例では stage2 が 114 例（53.8％）と最も多かったことに比して、早期に発
見されていた（p＝0.04、χ2 検定）。術後 2 年以上経過を追えた小児例 53 例、非小児例 180 例に
ついて、再発率を検討した。小児例での再発は 53 例中 13 例認め、全体の再発率は 24.5％であっ
た。各真珠腫ごとの術後再発は、先天性真珠腫が 20 例中 3 例（15.0％）、弛緩部型真珠腫が 19
例中 5 例（26.3％）、緊張部型真珠腫が 6 例中 3 例（50.0％）、二次性真珠腫が 7 例中 2 例（28.6％）
と、先天性真珠腫で低く、緊張部型真珠腫で高い傾向にあった。非小児例での再発率が 11.1％（180
例中 20 例が再発）であったことと比べると有意に小児例での術後再発率が高かった（p＝0.01、
χ2 検定）。小児・非小児での術式の違いや、術式ごとの再発率、術後聴力についても比較検討す
る予定である。

【結語】
小児真珠腫性中耳炎は発見、手術が低年齢化しており、1-2 期の進展度で手術を迎えられる症

例が増えている。しかし、依然高い再発率や、3 回以上の手術を必要とする例も見られ、術前の
慎重な画像評価や術式の決定が必要と考えられる。
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外耳道後壁保存型鼓室形成術を施行した中耳真珠腫についての検討

綾仁　悠介、萩森　伸一、谷内　政崇、尾﨑　昭子、稲中　優子、櫟原　崇宏、河田　　了
大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】中耳真珠腫に対する鼓室形成術は、骨部外耳道後壁の取り扱いによって外耳道後壁
削除型鼓室形成術（canal wall down tympanoplasty、以下 CWD）と外耳道後壁保存型鼓室形成
術（canal wall up tympanoplasty、以下 CWU）に分けられる。当科では以前より CWD ＋軟素
材による後壁再建を基本術式として、良好な術後成績を報告してきた。しかし再形成再発や
cavity problem といった問題例を経験し、術式に見直しを行った結果、近年は CWU 例が増加し
た。今回我々は、当科で CWU を施行した中耳真珠腫について、中耳真珠腫進展度分類 2015 改
訂案と伝音再建後の術後聴力成績判定基準（2010）を用いて検討した。

【対象と方法】2012 年 1 月から 2018 年 4 月までの間に、手術加療を行った中耳真珠腫新鮮例は
203 耳であった。内訳は弛緩部型 115 耳、緊張部型 54 耳、先天性真珠腫 17 耳、二次性真珠腫 7 耳、
分類不能 10 耳で、術式は CWU が 82 耳、CWD+ 軟素材再建が 58 耳、CWD+ 乳突洞開放が 10 耳、
経外耳道的上鼓室乳突洞開放が 6 耳、乳突非削開鼓室形成術が 47 耳であった。今回は CWU を
施行した 82 耳（男性 39 耳、女性 43 耳、平均年齢 41.6 歳）を対象とし、真珠腫の分類と進展度
各項目（Stage、蜂巣発育程度、アブミ骨病変の程度）、伝音再建法、聴力成績、再形成再発の有
無について検討した。

【結果】CWU を施行した 82 耳の内訳は、弛緩部型 56 耳、緊張部型 16 耳、先天性真珠腫 8 耳、
分類不能 2 耳であった。Stage 分類の内訳は、弛緩部型は StageIa が 2 耳、StageIb が 21 耳、
StageII が 32 耳、StageIII が 1 耳 で あ っ た。 緊 張 部 型 は StageIb が 5 耳、StageII が 6 耳、
StageIII が 5 耳であった。先天性真珠腫は、StageII が 8 耳であった。蜂巣発育程度は MC0 が
27 耳、MC1 が 29 耳、MC2 が 23 耳、MC3 が 3 耳であり、アブミ骨病変の程度は S0 が 27 耳、
S1 が 38 耳、S2 が 14 耳、S3 が 2 耳、SN が 1 耳であった。術後聴力成績の判定は、段階的手術
2nd 未施行例 18 耳、without ossiculoplasty 例 3 耳、純音聴力検査不能例 2 耳、経過観察中断例
5 耳を除外した 54 耳で検討した。術後気骨導差 15dB 以内が 32 耳、聴力改善 15dB 以上が 11 耳、
聴力レベル 30dB 以内が 28 耳で、全体の成功率は 74.1% であった。伝音再建法は、成功例で III
型 33 耳（IIIc が 19 耳、IIIr が 3 耳、IIIi-M が 11 耳）、IV 型 7 耳（IVc が 3 耳、IVi-M が 4 耳）
であり、非成功例で I 型 1 耳、III 型 10 耳（IIIc が 6 耳、IIIr が 1 耳、IIIi-M が 3 耳）、IV 型 3
耳（IVc が 3 耳）であった。すなわち再建方法別の成功率は III 型 76.7%、IV 型 70.0% であった。
再建材料別成功率は耳珠軟骨が 72.2%（13 耳 /18 耳）、耳介軟骨が 90.0%（9 耳 /10 耳）、皮質骨
が 75.0%（9 耳 /12 耳）、ツチ頭が 57.1%（4 耳 /7 耳）、キヌタ骨が 100%（1 耳 /1 耳）、皮質骨・
軟骨接合型コルメラが 100%（1 耳 /1 耳）、reposition が 75.0%（3 耳 /4 耳）であった。当科では、
弛緩部型真珠腫例には軟骨を用いた scutumplasty を行い、乳突蜂巣の発育や含気不良例では鼓
膜換気チューブを留置する方針をとっている。最終手術後半年以上経過を追えた 66 耳（平均観
察期間 2.3 年）において、再形成再発は 2 耳（3.0％）に認めた。

【考察とまとめ】当科で 2013 年以降増加した中耳真珠腫に対する CWU の聴力成績は他家の報告
と大きな差異はなかった。再形成再発率が比較的低いことには、scutumplasty や鼓膜換気チュー
ブ留置が奏功していると考えるが、さらに長い期間の観察を必要とする。
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初診時に顔面神経麻痺を呈した真珠腫性中耳炎の検討

深美　　悟 1、柏木　隆志 1、常見　泰弘 1、中島　隆博 1、阿久津　誠 1、 
大津留由吏江 1、金谷　洋明 1、田中　康広 2、春名　眞一 1

1 獨協医科大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
2 獨協医科大学　埼玉医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】顔面神経麻痺の原因疾患の多くは、Bell 麻痺、Ramsay Hunt 症候群である。その他にも、
外傷性、耳炎性、中枢性などがある。耳炎性顔面神経麻痺は山形大のデータ 1）では 5.2％と比較的ま
れな原因疾患で、小児では急性中耳炎によるものが多い。成人では真珠腫性中耳炎が多いとされるが、
報告は極めて少ない。今回、われわれは、初診時に顔面神経麻痺を有した真珠腫性中耳炎の検討を行っ
たので報告する。

【対象】2007 年から 2016 年の 9 年間で初回手術を施行した真珠腫性中耳炎は 344 例で、そのうち初
診時に顔面神経麻痺を認めた症例は 12 例（3.5％）であった。年齢は 2-80 歳、平均 62.7 歳で、男女
比は 1：1.6 とやや女性に多かった。

【結果】表に 12 例の臨床像を示す。麻痺出現から受診までの期間は 1 ヶ月以内が 4 例、1-2 ヶ月が 6 例、
3 ヶ月 1 例であったが、2 歳の小児例で真珠腫を疑われず 7 ヶ月経過後に受診した例があった。全例、
1 週間前後に手術を行った。耳内所見は、初診時に真珠腫の所見を呈していた例が 6 例、そのうち弛
緩部真珠腫が 3 例、open cavity が 3 例であった。残り 6 例は、大きな耳茸と鼓膜膨隆（3 例）と外
耳道皮膚腫脹のために鼓膜が観察できずに初診時に真珠腫を疑えなかった例（3 例）であった。しかし、
術前の脳 MRI での拡散強調像や Gd 造影で真珠腫と診断され、手術を施行した。臨床所見は、耳漏
ありが 4 例、めまいありが 7 例であった。術前の顔面麻痺評価（柳原法）は 11 例中 0-8 点（高度麻痺）
が 4 例、10-18 点（中等度麻痺）が 4 例、20 点以上（軽度麻痺）3 例であった。誘発筋電図検査（ENoG）
は、10 例中 10％以下が 5 例、11-30％が 2 例、31％以上が 3 例であった。術後の麻痺改善は、巨大真
珠腫で一部神経を損傷した 1 例で悪化、術前 ENoG が 10％以下であった 4 例（5 例中）で不全治癒、
治癒が 7 例であった。

【まとめ】顔面神経麻痺の保存的治療は、耳鼻咽喉科以外でも内科や脳神経外科でも行われる。しかし、
耳鏡検査、画像検査、部位診断、麻痺の評価も行われずに Bell 麻痺として治療されている現状がある。
真珠腫による顔面神経麻痺は稀であるが、常に鑑別診断を行った上で適切な治療を行うべきと考える。
従って、顔面神経麻痺は耳鼻咽喉科で診断・治療すべき疾患であることを再認識した。
参考文献
 1）川口和浩、稲村博雄、前山裕之、他：山形大学耳鼻咽喉科顔面神経外来の臨床統計．耳鼻臨床 

補 130: 18–25, 2011.
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先天性真珠腫に対する TEES

竹村　和哉 1、太田　有美 1、大崎　康宏 1、森鼻　哲生 2、佐藤　　崇 1、 
岡崎　鈴代 3、大島　一男 1、今井　貴夫 1、猪原　秀典 1

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

〈はじめに〉
近年、顕微鏡、内視鏡が日常の外来診療にも普及し、小児の先天性真珠腫が早期発見されるよ

うになった。また耳科手術にも内視鏡が導入されるようになってきた。小児の手術、特に先天性
真珠腫の治療には内視鏡は有用なツールであると考えられる。

〈対象と方法〉
2013 年 3 月から 2018 年 1 月までに先天性真珠腫に対して鼓室形成術を行った症例 24 例につ

いて真珠腫進展度（日本耳科学会の中耳真珠腫進展度分類 2015）と手術方法、および術後経過
を検討した。

〈結果〉
女児 12 例、男児 12 例であった。手術時年齢は 2 歳から 10 歳で、2 歳と 7 歳にピークがみら

れた。先天性真珠腫進展度別の症例数は、Ia 6 例、Ib 8 例、Ic 3 例、II　7 例であった。進展度
別に手術方法を調べてみると、Ia は全例 1 期的手術、Ic と II は全例段階的手術、Ib は 5 例が 1
期的手術、3 例が段階的手術を選択していた。Ia は全例内視鏡下手術（TEES）、II は 1 例のみ
TEES で 6 例は内視鏡補助下顕微鏡手術、Ib と Ic は TEES、顕微鏡下手術（MES）、内視鏡補
助下顕微鏡手術が混在していた。内視鏡のみで手術を行った両例は 12 例であった。耳小骨連鎖
再建法は、Ia は全例 1 型、II は全例 4 型、Ib は 1 型 3 例、3 型 2 例、4 型 2 例、Ic は 3 型 1 例、
4 型 2 例であった。コルメラは皮質骨 4 例、軟骨 3 例、TORP3 例、耳小骨 2 例であった。

段階手術を行った 13 例のうち 2 次手術まで終了しているのは 11 例で、2 次手術時に遺残を認
めたのは 2 例あり、いずれもツチ骨前方であった。1 例は弛緩部からの再形成を認めた。1 例は
2 次手術後の経過観察で再形成を認め、手術待機中である。幼少であるため聴力検査が行えてい
ない例が多いが、術後気導検査が出来た 16 例では 13 例が 4 分法で 30dB 以内となっており、聴
力成績としては比較的良好である。

〈考察〉
年齢分布の 2 歳のピークは 1 ～ 2 歳は急性中耳炎で治療する機会が多いこと、7 歳のピークは

就学時健診の影響が考えられる。Ia から Ic の症例は 17 例中 12 例が内視鏡手術 TEES で手術が
行われており、真珠腫が遺残しやすい前鼓室や鼓室洞も内視鏡で観察しやすいこと、経外耳道的
に最小限の骨削開で手術が行えることから、特に鼓室内に限局している先天性真珠腫は TEES
の良い適応と考えられる。また、乳突削開を要する stageII の症例についても内視鏡補助下で手
術を行うことで成績向上につながると考えられる。
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弛緩部型真珠腫に対する TEES の工夫

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

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

近年、真珠腫に対して Transcanal Endoscopic Ear Surgery（以下 TEES）を施行する施設が
増えており、当院でも積極的に取り入れている。周知の通り、TEES の主なメリットは視野角が
広いこと、皮膚切開が小さいことである。デメリットは片手操作により手技が制限されることや
再建材料を多く採取することが困難なことが挙げられる。片手操作による制限は、特に術野の洗
浄時や骨削開デバイスによる上鼓室削開時に起こりやすい。

弛緩部型真珠腫は他の中耳疾患に比べて上鼓室削開の範囲が広くなることが多く、上記デメ
リットに対する工夫がより必要となる。そこで今回、弛緩部型真珠腫に対する TEES の方法と
工夫について説明し、動画を供覧する。

これまで、慈恵医大附属柏病院にて TEES での鼓室形成術またはアブミ骨手術を計 53 例行っ
た。そのうちの 9 例を弛緩部型真珠腫が占めた。進展度は Stage1b 3 例、Stage2 6 例であった。
弛緩部型真珠腫における TEES の基本的な適応は、TA（中耳真珠腫進展度分類 2015 PTAM 
system）に限局する症例としたが、一部わずかな P 進展、M 進展症例にも適応した。

手術方法は、内視鏡下に真珠腫を摘出し、自家組織を用いた耳小骨再建と耳珠軟骨を用いた外
耳道側壁再建を行っている。手術時に注意している点は以下の通りである。（1）外耳道切開は陥
入部から距離を保ち、陥入部だけを isolation するように外耳道皮膚を剥離することにより、上
皮の欠損を最小限にする。（2）洗浄、骨削開時は multiple hands で行う。すなわち、助手に内
視鏡の保持、洗浄水の注水などを任せ、必要に応じて助手も両手を用い、計 3~4 hands で手術
を行う。（3）斜視鏡の使用、弯曲した鉗子の使用等により、側壁削開範囲を最小限に留める。（4）
ブーメラン軟骨（我那覇、Otol Jpn 2017）を軟骨膜付きで用いて側壁再建を行う。TEES では
ツチ骨前方の確認が行いやすく、術後の再陥凹の防止をより確実に行うことができる。

以上の工夫により、良好な視野で、侵襲少なく真珠腫を摘出し、確実に再建することができる。
結果的に遺残性再発、再形成性再発のリスクが軽減されるものと考える。一方、TEES の限界と
しては、炎症が強く出血が多い症例では手術時間が長くなりやすいこと、鼓索神経周囲の操作に
難渋することがあること、助手のトレーニングが必要であることが挙げられる。

弛緩部型真珠腫においての TEES の基本的な適応進展度については前述の通り TA に限局す
る症例と考えている。手術器具の進歩により、より広範囲の真珠腫が TEES で摘出可能となっ
たが、側壁削除範囲が拡がると再形成性再発のリスクが高まる恐れがある。P 進展、M 進展症
例を経外耳道的アプローチのみで手術を行うと広範囲な側壁削除が必要となるため、顕微鏡下で
外耳道保存型の乳突削開術を行うことが望ましいと考えている。

弛緩部型真珠腫に対する TEES の方法と工夫について報告した。今後、症例を蓄積し、術後
成績の検討を行うことで、術式、適応の確立を目指す。
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中耳真珠腫に対する 
経外耳的内視鏡下外耳道後壁削除型鼓室形成術（TECWD）

蓑田　涼生、三輪　　徹
JCHO 熊本総合病院　中耳・内耳手術センター

【はじめに】経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）は近年世界的にも急速に広がり、中耳手術
のためのアプローチ法の一つとして定着しつつある。中耳真珠腫に対して硬性内視鏡を主体とし
た手術を行う際に手術用顕微鏡が必要となるのは、一般的に耳後部切開による mastoidectomy、
外耳道後壁削除型（CWD）鼓室形成術を行う時であると考えられる。昨年の本学会において、
3D ビジュアリゼーションシステムである VITOM 3D System（KARL STORZ 社）を用いるこ
とで、手術用顕微鏡なしで耳後部切開による mastoidectomy が実施可能であることを報告した。
すなわち、TEES を行う際にも耳後部切開による mastoidectomy が VITOM 3D System を用い
ることにより、簡単な切り替え操作のみで同一モニター上の画面をみながら行えるようになる（い
わゆる heads-up surgery）。さらに、昨年 11 月からは、従来手術用顕微鏡下に行ってきた CWD
鼓室形成術も経外耳的内視鏡下に行っている（経外耳的内視鏡下外耳道後壁削除型鼓室形成術：
TECWD 鼓室形成術）。本発表においては TECWD 鼓室形成術の方法、その意義について述べる。

【TECWD 鼓室形成術】手術に際しては、まず Endaural-transcanal incision を行った後、耳甲介
軟骨の切除と軟骨部外耳道周囲の結合組織の減量を行う。これとともに側頭骨外側面から外耳道
後壁の骨面を露出させる。引き続き、開創器にて視野を確保し Visao ドリル（メドトロニック社）
を用いて外耳道後壁削除、mastoidectomy を行い病変の摘出を行う。骨削除の際には必要に応
じて Endo―Scrub を用いて水中下に行う。耳小骨、鼓膜などの再建を行った後、耳内をガーゼパッ
キングし手術を終了する。TECWD 鼓室形成術は、皮膚切開は肉眼下に行い、それ以外の手術
操作は硬性内視鏡下の行うため手術用顕微鏡は必要としない。術後 5-7 日目にガーゼパッキング
の除去を行う。2017 年 11 月 1 日～ 2018 年 4 月 30 日の間に CWD の適応であった中耳真珠腫は
5 例であった。これら全例に対して本術式を行い全例術後経過は良好であった。【考察】前述の
如く、中耳真珠腫に対して硬性内視鏡を主体とした手術を行う際に、耳後部切開による
mastoidectomy、外耳道後壁削除型（CWD）鼓室形成術に対しては、これまでは顕微鏡下の操
作が必要であった。前者に対しては VITOM 3D System を用いることにより “heads-up 
surgery” が可能であることをこれまでに報告した。今回報告した TECWD 鼓室形成術を用いる
ことにより、後者に対しても “heads-up surgery” が可能となった。これらにより、すべての中
耳真珠腫に対して “heads-up surgery” が可能となった意義は大きい。
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ブーメラン軟骨を用いて scutum plasty を行った 
弛緩部型真珠腫の術後成績

我那覇　章 1、比嘉　輝之 2、近藤　俊輔 2、鈴木　幹男 2、東野　哲也 1

1 宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 琉球大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】真珠腫においては、再形成再発防止や術後の聴力改善の観点から、中耳換気ルート
の作成が重要である。その一方で、中耳換気ルートの作成を含めた中耳手術により、直接的には
耳管機能は改善しないため、術後も中耳換気に関する問題は完全には解決しないと考えられる。
したがって、特に CWU による弛緩部型真珠腫の手術においては、破壊された scutum を軟骨で
形成するのは当然だが、術前から存在した中耳換気障害下においても、鼓膜陥凹を来さなかった
鼓膜部分まで橋渡しする形でブーメラン型の軟骨を用いてツチ骨前方まで再建し、術後も継続す
ると考えられる中耳換気障害に対策すべきと考える。また、中耳手術においては再発防止のほか、
聴力改善も重要な目的であるが、ツチ骨に接触させて軟骨を留置する本法は、術後聴力への影響
も懸念される。今回、ブーメラン軟骨を用いた弛緩部型真珠腫の再発および術後聴力成績につい
て報告する。【方法】対象は、2012 年から 2016 年までに手術を行った弛緩部型真珠腫のうち、
CWU による一期的手術例または計画的段階手術の 2 期手術（伝音再建）まで施行し、術後 2 年
以上、鼓膜形態および聴力経過を観察（計画的段階手術施行例は 2 期手術施行後 2 年以上経過観
察）し得た 35 例（経過観察期間：43±15 カ月）に対して、術後の聴力改善成績、術後再発につ
いて検討した。【結果】弛緩部型真珠腫のステージは Ib が 12 例、II が 23 例で stage III は認め
なかった。伝音再建は I 型が 7 例、IIIc が 7 例、IIIi-M が 20 例、IVi-M が 1 例であり、各伝音連
鎖再建法別の聴力改善成績は、100%、57%、85%、100% であった。再発は 3 例（9%）に認め、
1 例が再形成性再発、2 例が遺残性再発であった。再形成再発の 1 例を除いた 34 例における術後
の鼓膜形態においては全例において鼓膜陥凹を認めず、良好な鼓膜形態であった。【考察】薄切
軟骨をブーメラン型に形成し、ツチ骨短突起前方まで軟骨で裏打ちする本法は残存ツチ骨と軟骨
が接触するため、伝音効率の低下が懸念される。伝音連鎖再建による影響を除外するために、術
前から聴力が比較的良好である I 型を施行した例（7 例）を検討すると、全例が判定基準では成
功となっており、術後の気骨導差は全例が 15dB 以内（平均 8dB）で、聴力が悪化した症例は認
めず、聴力は保存されていた。以上の事から、ブーメラン軟骨留置による聴力改善への影響は大
きくは無いと推測された。再発においては再形成再発の 1 例を除き全例で鼓膜形態は良好であり、
本法は再形成再発の予防の有用であると考えられた。【結語】ブーメラン軟骨による scutum 
plasty は再形成再発の予防に有効であり、伝音効率への影響も大きくないと考えられた。また、
本法における軟骨形成や留置は慣れないうちは必ずしも容易ではない場合もあり、軟骨形成や留
置の工夫についてもビデオで供覧する。
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弛緩部型真珠腫の術後聴力に関する検討

川島　貴之、日尾　祥子、真貝佳代子
八尾市立病院　耳鼻咽喉科

【目的】真珠腫性中耳炎に罹患した患者は聴力の悪化を主訴に受診することも多い。しかし真珠
腫は再形成が問題となるため、第一に再発予防に重点がおかれ聴力改善に関してはその次の課題
となる。実際に慢性中耳炎と比較すると術後の聴力改善度は少ないため、真珠腫は治癒したが患
者の満足度はあまり得られないケースもある。そこで今回我々は弛緩部型真珠腫に的をしぼり、
術前・術後の聴力閾値の変化を調べた。また、術前の聴力検査から術後の聴力が改善するのか悪
化するのかを予測できないか検討した。【対象・方法】2013 年 4 月から 4 年間で当院で鼓室形成
術を施行した弛緩部型真珠腫の症例で、伝音再建手術後 1 年以上経過をみた症例を対象とした。
ただし術後耳症例や聴力が正確に評価できない小児は除外した。該当した症例は 40 例 43 耳で、
男性 23 例、女性 17 例であった。年齢は 12 才から 76 才で平均 52.8 才であった。進展度はステー
ジ 1 が 12 耳、ステージ 2 が 22 耳、ステージ 3 が 9 耳であった。一期的手術が 17 耳、段階的手
術が 26 耳であった。聴力の評価は 500Hz、1kHz、2kHz、3kHz（2kHz と 4kHz の平均で代用）
を用いた 4 分法を使用した。【結果】術前の平均気導聴力閾値は 45.0dB で、気導骨導差は平均
23.0dB という結果であった。それに対して伝音再建手術後 1 年以上経過した時点での平均気導
聴力閾値は 43.1dB であり、術後の聴力閾値低下はわずかであった。最高で 41.3dB の閾値低下を
認める症例もあったが、逆に 32.5dB の閾値上昇を認める症例もありその幅も大きかった。次に
術前気導閾値と術前・術後の気導閾値の変化（術前気導閾値－術後気導閾値）の相関を見たとこ
ろ正の相関が認められたが相関係数は低く、術前の気導聴力閾値から術後の聴力の改善の善し悪
しを予測することは困難であった。一方、術前の気導骨導差と術前・術後の気導閾値の変化の相
関を見たところ正の相関が認められ、相関係数も R＝0.634 と比較的高かった。下図より気導骨
導差が 20dB 付近を境にしてそれ以上差がある症例では聴力悪化をきたすことは少なかったが、
逆にそれ以下での症例では聴力悪化をきたす症例が多くみられる傾向にあった。【考察】上記よ
り術前の気導骨導差が 20dB 以上ある症例では聴力悪化のリスクが低いと思われるため、イン
フォームドコンセントの際にこれらを説明することで患者の手術の同意が得られやすくなると思
われる。また気導骨導差の少ない症例に対していかに聴力悪化しないように手術を行うかが今後
の課題となる。
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真珠腫再形成性再発症例に対する外耳道軟組織再建術の検討（続報）

松崎佐栄子 1,2、和佐野浩一郎 1,3、大石　直樹 1、藤岡　正人 1、神﨑　　晶 1、小川　　郁 1

1 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、2 医療法人財団順和会　山王病院　耳鼻咽喉科、
3 独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】中耳真珠腫の初回手術にて外耳道後壁保存鼓室形成術（canal wall-up tympanoplasty; 
CWU）、外耳道後壁削除鼓室形成術（canal wall down tympanoplasty; CWD）、段階手術などい
ずれの術式を選択しても 10-20% 程度の再形成性再発が見られることは良く知られており、術後
再形成の予防は最重要課題のひとつである。実際に再形成性再発を来した症例は再発を来しやす
い複数の因子を併せ持つことが予測され、CWU を行えば再度、上皮の陥凹を来し再形成性再発
を生じる可能性があり、このような症例では CWD を優先すべきと我々は考えている。CWD の
後壁の処理は open 法と再建法があり、再建法には硬性再建と軟組織再建（soft wall reconstruc-
tion; SWR）があるが、硬性再建には再建後の狭い間隙から上皮が陥凹する再形成性再発のリス
クがある。一方 SWR は術後の鼓膜～上皮の陥凹が強くなった際には open 法後に近い状態とな
り cavity problem をきたす可能性があるが、基本的には balloon like retraction と呼ばれる中耳
換気能に見合った外耳道形態となることが期待され、乳突腔の削開が滑らかに行われていれば再
形成の原因となる一部分のみの陥凹は起きる可能性が低い。我々はこれらを考慮した上で再形成
性再発症例に対して CWD - SWR を優先して行うことを選択し、術後約 1 年経過した時点での
所見につき報告した（松崎ら、日耳鼻、2016）。既報では CWD - SWR の外耳道形態は術後 1 年
ほどで安定するとされているが（Hosoi ら、1998）、今回、観察期間及び対象症例を追加し、特
に術後聴力と含気の程度の関連、外耳道形態の変化、再発率に着目し再度検討を行った。

【対象と方法】2012 年 4 月以降に第 3 演者が鼓室形成術を施行した症例のうち、術中所見から真
珠腫の再形成性再発の確定診断がつき、CWD - SWR を行い術後 1 年以上経過している成人例
13 例 14 耳（男性 9 例 9 耳、女性 4 例 5 耳）を対象とした。再手術時の年齢は 25-76 歳（平均年
齢 52.0 歳）、今回の手術が 2 回目となるのは 9 例、3 回目 4 例、4 回目 1 例で、前回手術から今
回手術までの期間は平均 11 年 9 カ月であった。再手術後の経過観察期間は 1 年 7 か月から 4 年
11 か月（平均 4 年 2 か月）である。前回手術を当施設で行った症例は 9 例、他施設で行われた
症例は 4 例であった。

手術に際しては、可能な限り広い換気ルートを確保することを目的として、facial ridge を極
力低く落とすこと、CWD ではあるが全例に anterior tympanotomy を行い前方の換気ルートを
広く開放すること、耳管鼓室口周囲の処理を確実に行うこと、極力小さいコルメラを使用し後方
換気ルートを広く維持することなどを心がけた。

【結果】術後形成された含気腔は、「含気なし」1 例、「前鼓室のみ含気あり」1 例、「中鼓室まで
含気あり」4 例、「上鼓室まで含気あり」7 例、「乳突洞の一部まで含気あり」1 例であった。含
気腔の程度に関わらず、全例陥凹した外耳道の観察は可能であり、cavity problem を生じた症
例はなく、平均 4 年 2 か月の経過で再形成性再発を来した症例はみられなかった。一方で、外耳
道形態に関しては、balloon like retraction の形態を維持し滑らかな外耳道が維持された症例は 9
例であったが、5 例は陥凹が強く open 法術後に類似した外耳道形態となった。聴力に関しては、
上鼓室に含気が得られた 8 例と含気の得られなかった 6 例の術後聴力を比較すると 1kHz の気骨
導差において統計学的に有意に上鼓室に含気のある症例の気骨導差が小さかった。

【考察】より難治例と考えられる真珠腫の再形成性再発症例に対し、CWD - SWR を行い、広い
換気ルートの確保に努めた結果、14 例中 8 例に上鼓室まで含気が得られ、上鼓室の含気はより
良好な術後聴力との関連が示唆された。術後約 4 年の経過で cavity problem や再形成性再発を
来した症例はなく anterior tympanotomy をはじめとした換気ルートの確保に主眼を置いた
CWD - SWR を行うことは再発防止および聴力改善のために有用である可能性が示された。その
一方で本術式では乳突洞までの含気は得られない可能性が高く、術後の外耳道形態の改善を目指
すにあたり今後は乳突腔部分充填術の併用など更なる術式の工夫を要するとも考えられた。
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中耳真珠腫に対する Z 形成を応用した外耳道形成術

柘植　勇人 1、植田　広海 2、伊藤　潤平 3、曾根三千彦 3

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

中耳真珠腫の手術において、外耳道入口部の拡大形成を必要とすることがある。当院では、形
成外科で皮膚延長に行われる Z 形成を応用した術式を 2011 年頃より活用しており、昨年の本学
会でその具体的手技と 54 耳に実施した内容を発表した。さらに術式の工夫を行っているので、
今回発表する。

この手法は、Z-Meatoplasty of External Auditory Canal として 1998 年に Paul F による論文
を認める。最近では南らが頭頸部外科学会で報告している。我々は、軟組織再建の方針とした際
にこの手技の活用を始めたが、現在は Z 形成による外耳道入口部拡大に乳突部末梢充填の併用
を基本としている。これは、軟組織再建術後に発生する乳突部内陥に対して入口部拡大形成だけ
では不十分な症例が存在するからである。一方、外耳道入口部の拡大を行わずに乳突部の末梢充
填だけで全例に対応することも困難と考える。また、open 法や腫瘍切除にも活用できることが
わかり、当初の症例の反省を生かしながら手技の改良を行っている。

軟組織再建では未上皮部分をつくらず入口部を拡大できる点で、この Z 形成の手技は有用で
ある。Open 法の場合、外耳道後上壁を Y 字に縦切開し観音開きする方法は容易であるが、Z 形
成の一辺を縫合せずに乳突部末梢充填を併用すれば、未上皮部分を小さくでき早い上皮化が期待
できる。乳突部末梢の充填には、パルバのフラップあるいは側頭筋弁を下方有茎で充填するが、
乳突蜂巣の発育良好な症例では外耳道入口部から除去した軟骨を側頭筋弁の裏面に留置してい
る。

【手技】図のように切開し、皮下の軟骨をできるだけ広い範囲で削除する。皮弁が動きやすいよ
うに皮下組織を裏面の骨膜まで鋭的切離する。三角弁を入れ替えて 5-0 ナイロンにて縫合する。
Z を大きく作図することはポイントであり、時に耳輪脚まで補助切開をいれる。形成後、入口部
は後上部に向かって三角に傾斜するので都合が良い。外耳道全体を広げておきたい場合や Open
法に応用する場合には、Z の外耳道深部につながる一辺を縫合せず皮膚の間隙に筋膜かバルバの
フラップによりアンダーレイで再建する。手技に慣れるまで作図の加減がわかりづらく、当初の
症例では Z の作成が小さく十分に拡大できなかった症例があった。現時点での手技の概要と長
短所、課題について述べる。
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外耳道閉鎖術を施行した 100 例の臨床的検討

後藤　隆史、東野　哲也、奥田　　匠、井手　慎介、松田　圭二
宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

［はじめに］これまで我々は、高度の耳管機能不全を伴い再発を繰り返す中耳真珠腫症例や、難
治性の耳漏や瘻孔症状などの開放乳突腔障害を来している中耳根治術後症例などにおいて、どう
しても鼓室形成術による聴力改善が望めない場合には、意図的に鼓膜を浅い位置に形成する、あ
るいは外耳道を入口部付近で閉鎖する外耳道閉鎖術式を採用してきた。根治手術など開放乳突腔
を作る術式に比べて、術後のストレスフルな耳処置から開放されケアフリーの状態が獲得できる
からである。伝音系機能を放棄する術式であり、大部分は中等度から高度の内耳障害を伴う例を
対象としてきたが、今日では種々の人工聴覚器を用いた聴覚補償も可能となっていることから、
本術式の臨床的意義を再検討することにした。［対象と方法］対象は、1988 年 1 月から 2016 年 9
月までの過去 28 年間に、当科で外耳道閉鎖術を施行した 100 例である。これら 100 例に対して、
原因疾患、外耳道閉鎖術式を採用するに至った理由、閉鎖方法、術後経過などに関して、レトロ
スペクティブな検討を行った。［結果］男性 55 例、女性 45 例、年齢は 6 歳から 84 歳、平均 53.3
歳であった。術後の経過観察期間は平均 5 年 10 ヶ月で、最長のものは 14 年 10 ヶ月であった。
手術を施行するに至った原因疾患としては、中耳真珠腫例が 48 例と最多であり、再発例が 28 例、
新鮮例が 20 例であった。真珠腫新鮮例の中には、髄膜炎を合併していた症例が 3 例、脳膿瘍を
合併していた症例が 1 例認められた。次いで中耳根治術後例（開放乳突腔障害）が 29 例と多く、
その他、癒着性中耳炎、慢性中耳炎、鼓室形成術後（コレステリン肉芽腫）であった。外耳道閉
鎖術式を採用するに至った理由としては、高度内耳障害・骨導閾値上昇が 67 例と最多であり、
次いで難治性耳漏が 41 例であった。将来的な人工聴覚器植込のための準備手術として施行され
た症例も 11 例あり、段階的に人工内耳が 7 例、人工中耳が 4 例施行されていた。閉鎖方法に関
しては、骨部外耳道レベルで閉鎖した症例と、軟骨部外耳道（外耳道入口部）レベルで閉鎖した
症例に大別されたが、内耳障害が高度な例ほど軟骨部外耳道レベルで閉鎖されている傾向が認め
られた。耳管や中耳腔への充填処置は行わず、むしろ物理的に閉塞された骨部耳管腔は開存させ、
必要に応じてシリコンチューブなどの留置を行うことで耳管の疎通性改善策を講じた。術中プ
ローブを用いて耳管の解剖学的開存性が確認された症例においては、術後高率に中耳腔の再含気
が得られていた。7 例で遺残性真珠腫が認められたため再手術が行われ、うち 1 例は錐体尖真珠
腫例で再々手術を行っている。1 例で辺縁性真珠腫から穿孔をきたしたものがあったが、それ以
外は浅く形成された鼓膜（外耳道底）に問題を認めなかった。［考察］外耳道閉鎖術式術後のフォ
ローアップは画像診断に依存することになるが、約 7 割の症例で程度の差はあれ CT で閉鎖腔内
に再含気が獲得されていた。そのような例では軟部組織陰影の変化をみるために定期的な CT 検
査が必要である。含気が得られなかった症例に対しては、遺残性真珠腫の検出のために MRI 拡
散強調画像が併用される。原因疾患のコントロールが得られれば、対側聴力によっては再度外耳
道形成術・鼓室形成術と補聴器の併用や人工中耳、人工内耳などのオプションを含めた聴覚リハ
ビリ策の検討が必要になる例もある。このような場合、本術式により広い含気腔が形成されてい
ることが好条件になることから、当科では中耳腔充填の併用は控えている。感染を繰り返す中耳
真珠腫症例や開放乳突腔障害症例に対しては有茎筋膜や骨膜弁による外耳道閉鎖部位の補強策を
講じる必要はあるが、耳管や中耳腔充填により、敢えて中耳腔再含気化の潜在能力を絶つ術式の
適応は慎重であるべきと考える。
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open mastoid 術後耳の再手術例の検討

佐藤　進一、玉木　久信、吉田　充裕、藤原　崇志
倉敷中央病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

open mastoid は外耳道後壁削除の鼓室形成術によって、外耳道後上壁が乳突洞に解放された
状態である。現在当科では、ほぼ全例に外耳道後壁保存手術を行っており、術後 open mastoid
になることはない。しかし、昔の手術、他院での手術での open mastoid 術後耳を診る機会は多い。
この open mastoid 術後耳に対し、再手術を行った症例の検討を行ったので報告する。
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中耳真珠腫における遺残性再発の管理と対策

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

神尾記念病院　耳鼻咽喉科

1．はじめに
中耳真珠腫の術後再発として再形成再発と遺残性再発がある。このうち遺残性再発はその多く

で手術時に遺残した真珠腫上皮が嚢胞状となり、内腔に debris が蓄積して徐々に増大すること
により生じる。外耳道後壁保存手術では削除型手術より遺残性再発が生じやすく、段階手術を行っ
てもなお遺残再発が見られる例がある。
2．検討対象と方法

術後 2 年以上経過観察の行えた 261 耳の弛緩部型および緊張部型真珠腫初回手術例を検討対象
とした。原則として日本耳科学会進展度分類で Stage I 症例には一期的外耳道後壁保存鼓室形成
術（乳突非削開または削開）、Stage II 症例には外耳道後壁保存段階的鼓室形成術（乳突削開）、
Stage III 症例には外耳道後壁削除（乳突開放）鼓室形成術を行った。手術時に真珠腫上皮の摘
出が顕微鏡下に確認できない症例では内視鏡の併用も行った。

全ての症例は術後 1 年目に CT を行い、遺残性再発が疑われた症例では CT または MRI を 3
カ月あるいは 6 カ月目に行った。
3．結果と結論

一期的外耳道後壁保存鼓室形成術を行った 115 耳のうち 2 耳は感染、髄膜炎により術後 1 年を
経ずに遺残性再発が見られた。術後 1 年目の CT では 10 耳で遺残性再発が疑われ、その後の
CT または MRI で増大傾向が認められるため再手術を行い、確定診断を得た。

外耳道後壁保存段階的鼓室形成術を行った 113 耳のうち 1 耳は感染により遺残性再発と診断し
た。4 耳は前述の画像診断により増大傾向が認められるため再手術を行い、確定診断を得た。外
耳道後壁削除鼓室形成術では遺残性再発例は見られなかった。

遺残性再発をきたした 17 耳のうち 14 耳では画像診断により遺残病変が検出された。これらの
遺残部位は上鼓室が 9 耳で顔面神経水平部上 2 耳、ツチ骨上と中頭蓋天蓋下がそれぞれ 1 耳であっ
た。7 耳では内視鏡を併用していた。17 耳のうち 6 耳は 15 歳未満の小児例であった。

以上の結果から、中耳真珠腫における遺残性再発は定期的な画像診断により検出が可能であり、
増大傾向が見られる場合は再手術を行う必要がある。遺残性再発は小児例に多い傾向があり、段
階手術や内視鏡手術でも生じるため注意が必要である。

O-69



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 342, 2018

真珠腫に対する一期的乳突腔充填と外耳道後壁再建

物部　寛子、中西わか子、高岡美渚季
日本赤十字社医療センター耳鼻咽喉科

中耳真珠腫手術における乳突洞削開は病変の完全な摘出と再発防止、自浄能力のある乳突腔を
作ることにありる。外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室形成術を施行した場合、病変の再発、再燃
は少ないが、一方で開放乳突腔障害のため通院が頻回になりやすいこと、運動への制限、補聴器
使用の際のフィッティグやハウリングが問題となることはよく指摘されることである。外耳道後
壁削除・乳突開放型鼓室形成術を施行する際は顔面神経管隆起を低く削開し、外耳孔入口部の拡
大、乳突尖端部の部分的な充填を行うなど、浅い皿状の乳突腔の作成を目指すが、乳突腔障害を
来す症例も経験する。今回中耳真珠腫再発（外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室形成術後再形成）
症例 1 耳、深い外耳道後壁破壊を伴う外耳道真珠腫症例 1 耳に対し、自家骨、薄切耳介軟骨、有
形骨膜弁、側頭筋膜を用いた外耳道後壁再建型鼓室形成術1）を施行し、自家骨による乳突腔充填
を併用した。これは開放乳突腔障害に対する外耳道後壁再建型鼓室形成術1）を応用したものであ
る。中耳真珠腫に対し外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室形成術を施行した場合再発率・遺残再発
率はそれぞれ 4%、17%2）と報告され、外耳道後壁保存型鼓室形成術を施行した場合はそれぞれ
9%、70%2）、真珠腫再発に対する相対危険度は 2.87（95% CI, CI 2.45-3.37）と報告される。また、
近年外耳道後壁保存型鼓室形成術に乳突洞充填を併用した場合の再発率、遺残再発率はそれぞれ
0.28%、4.2%、外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室形成術に乳突洞充填を併用した場合はそれぞれ
5.9%、5.8% と良好であることが報告されている3）。乳突腔充填の利点として上鼓室からの上皮の
侵入の予防、中耳粘膜のガス交換能に見合った小さな cavity の形成などが挙げられ、欠点とし
ては再発の確認が困難になることが指摘されるが、non- EPI DWI の登場により以前より再発の
有無の確認は容易になってきている。自験例では術後経過が短期ではあるが、自浄能力のある外
耳道が得られ、良好に経過している。
 1）松田圭二、佐藤伸矢、奥田　匠、平原信哉、直野秀和、東野哲也：開放乳突腔障害に対する

皮膚・軟骨・有茎骨膜弁一体型の外耳道後壁再建型鼓室形成術（ブーツ様再建）．Otology 
Japan 22: 23–30, 2012. 

 2）Tomlin J1, Chang D, McCutcheon B, Harris J: Surgical technique and recurrence in 
cholesteatoma: a meta-analysis. Audiol Neurootol 18: 135–42, 2013.

 3）van der Toom HFE1, van der Schroeff MP1, Pauw RJ: Single-Stage Mastoid Obliteration 
in Cholesteatoma Surgery and Recurrent and Residual Disease Rates: A Systematic Review. 
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg: E1-8, 2018.
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経乳突洞的顔面神経減荷術後の難聴防止を目的とした 
セクレア ® の使用経験

佐々木　徹 1、島田　茉莉 1、手塚　綾乃 1、中村　謙一 1、斎藤　知寿 1,2、伊藤　真人 2

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

顔面神経減荷術は一般に経乳突洞的に後鼓室に到達し、キヌタ骨を摘出して視野を確保の上、
顔面神経管を開放しキヌタ骨を元の位置に戻す術式（repositioning）が選択される。しかし術後
の伝音難聴や高音域の感音難聴の防止を目的としてキヌタ・アブミ関節（I-S joint）のみ離断し
ツチ・キヌタ関節（M-I joint）は外さず、キヌタ骨を一旦摘出することなく行なう方法が既に報
告されている（* 村上ら、2000）。我々は後者の術式を選択する際、更なる術後難聴防止を目的
に術中にシリコンシートを I-S joint に挟み込む工夫を第 27 回日本耳科学会総会にて報告した。
シリコン以上に衝撃吸収性の高い素材としてポリウレタン樹脂が挙げられる。鏡視下手術での圧
迫止血目的にすでに製品化されているセクレア ® がポリウレタン樹脂であるため、今回我々は、
顔面神経減荷術の術中にセクレア ® を I-S joint に留置しキヌタ骨を外側に偏移させアブミ骨を
保護した。良好な結果を得たので報告する。【症例】42 歳女性。2018 年 2 月 26 日右顔面神経麻
痺を自覚し 2 月 27 日当院神経内科紹入院しバルトレックス ® 内服。退院後、8/40 点（柳原法）
でありアブミ骨筋反射は陰性、ENoG Oculi 7% Oris 3％と予後不良と考えられた。聴力正常で
あった。改善傾向乏しく informed consent の下に 4 月 4 日乳突洞顔面神経減荷術を施行した。【手
術】posterior tympanotomy にて後部鼓室を開放後、I-S joint を離断。M-I joint は離断せずキヌ
タ骨体を外側に偏移させ、上鼓室壁にベリプラスト P® で一時的に固定し良好な視野を得た。術
後難聴防止を目的に I-S joint にセクレア ® を留置しアブミ骨を保護した上で茎乳突部から膝神
経節付近まで顔面神経管を開放し神経鞘を露出した。神経の著明な浮腫のため神経鞘切開にて膨
隆腫脹が見られた。神経周囲には dexamethasone を吸収させた Gelfoam® を留置した。セクレ
ア ® を除去したのちキヌタ骨の偏移を解除し I-S joint をベリプラスト P® にて固定した。術後難
聴は見られていない。【考察】顔面神経減荷術後の伝音難聴・感音難聴の予防は重要な課題である。
キヌタ骨を摘出しない術式においてシリコン以上に衝撃吸収性の高いポリウレタン樹脂製のセク
レア ® でアブミ骨を保護することは簡便かつ有効性の期待される術後難聴予防の工夫と考えられ
た。
 * 村上信五、松田太志、渡邉暢浩、本多伸光、柳原尚明：経乳突顔面神経減荷術後の聴力低下を

予防する手術手技の工夫．Facial N Res Jpn 20: 129–131, 2000.
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良聴耳に対する中耳手術症例の検討

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

【はじめに】
良聴耳に対する手術においては、聴力改善が得られれば QOL の向上に寄与するものの、うま

くいかず難聴が増悪した時の QOL 低下が著しいことを考慮すると、手術適応の判断や術式の選
択は慎重に行われる必要がある。今回、我々は良聴耳に施行された中耳手術 12 例に対して検討
を行ったのでその結果を報告するとともに、良聴耳に対する中耳手術の適応と注意点について述
べる。

【対象と方法】
対象は 2011 年 4 月～ 17 年 3 月までの 6 年間に鷹の子病院耳鼻咽喉科にて施行された中耳手術

症例のうち、対側耳と比べ 3 分法で平均 15dB 以上差のある良聴耳に施行されかつ術後 1 年以上
経過の追うことが可能であった 12 症例とした。同期間に当院で施行された中耳手術は 292 例で
あり、このうちの 4.1％を占めていた。

年齢、性別、疾患名、術前聴力、対側聴力との差、麻酔、術式と術後聴力成績について検討し
た。術後聴力成績については日本耳科学会聴力改善の成績判定案 2010 に基づいた。

【結果】
平均年齢は 49 ～ 77 歳（平均 64.3±6.76 歳）、男性 5 名、女性 7 名、患側は右耳 6 例、左耳 6

例であった。疾患は単純鼓膜穿孔 2 例（外傷性鼓膜穿孔を含む）、穿孔性中耳炎 3 例、慢性化膿
性中耳炎 2 例、真珠腫症 5 例（弛緩部型 3 例、緊張部型 1 例、2 次性 1 例）であった。術前聴力
は平均 32.5dB±13.2dB で、対側聴力に比べ 27.0dB 良聴力であった。麻酔は局所麻酔が 7 例、全
身麻酔が 5 例であった。単純鼓膜穿孔と穿孔性中耳炎症例はすべて局所麻酔下に施行されていた。
術式については鼓膜接着法（湯浅法）が 5 例、外耳道後壁保存型鼓室形成術が 5 例、経外耳道的
上鼓室開放・（軟骨）側壁再建・鼓室形成術が 2 例であった。Canal Wall Down Tympanoplasty

（CWD）は施行されていなかった。段階手術も施行されていなかった。湯浅法以外の連鎖再建術
式は I が 1 例、IIIi が 2 例、IIIc が 1 例 IVc が 2 例であった。術後聴力成績は成功が 10 例（83.3％）
であった。不成功 2 例は、1 例が白血病を合併し、治療薬による免疫抑制のため鼓膜の生着がう
まくいかなかった症例で、もう 1 例はアブミ骨底板に瘻孔を認め、骨導聴力が低下した症例であっ
た。補聴器の使用の必要がなくなった症例が 3 例あった。真珠腫の再発については 5 例中 1 例に
遺残性再発を認め、再手術を行った。

【考察】
今回の検討では、慢性中耳炎症例では湯浅法が最も多く選択されていた。良聴耳の手術では、

内耳障害を生じないように注意し、聴力を可能な限り改善することが重要である。そのため、安
全で確実な手技である湯浅法が積極的に選択されたと考察した。鼓膜穿孔の症例は良聴耳でも積
極的に手術を行ってもよいと考える。

真珠腫の症例は数が少なかったものの、すべて一期的に Canal Wall Up（CWU）で耳小骨連
鎖を温存もしくは再建する試みがなされていた。段階手術ではどうしても第 2 段階手術までの間、
日常生活に支障が出るため、一期的に行われたていたと考える。良聴耳の手術では CWDT を推
奨する報告が多いが、当院では外耳道の生理的な機能を可能な限り温存することを原則としてお
り、CWU が選択されていた。真珠腫例の手術を行う際に、内耳障害が生じやすいアブミ骨周囲
の操作や内耳瘻孔の症例では十分に注意して行う必要があり、CWU で行うには術者の卓越した
技量が求められる。
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耳小骨再建材料と術後聴力：ハイドロキシアパタイト vs 軟骨

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

【はじめに】我々は耳小骨再建の手術成績を様々な因子から検討し、報告してきた1）2）3）。その中
でも長期成績と IV 型再建の成績向上が課題であった。耳小骨再建材料として 1980 年代後半に
ハイドロキシアパタイト（HA）を多用していたが、術後の排出率が 20% 近くなり4）、90 年代か
らは自家材料、主に耳介軟骨を用いてきた。しかしながら、IV 型再建の成績の向上を目指して
2012 年後半から再び HA を使用するようになった（全例、薄切軟骨で HA 表面をカバー）。今回、
HA と軟骨の術後短期成績を比較検討した。

【対象】2011.1-2017.4 に演者が術者または指導医として耳小骨再建を行い、術後 1 年の聴力成績
を評価できた 200 例（HA99 例、軟骨 101 例）を対象とした。

【結果】HA と軟骨使用例の内訳と聴力改善成績を表に示した。術後聴力に影響を与えるであろ
う因子として 1）コルメラ材料、2）真珠腫の有無、3）一期的手術か段階手術か、4）初回手術
か再手術か、5）III 型か IV 型かの 5 因子で多変量解析を行ったところ、有意な予後因子として
は 1）コルメラ材料として HA、2）初回手術であった。

【考察】短期成績では HA が軟骨より良好な結果であり、特に聴力改善の困難な再手術例では
HA の使用を考慮すべきかもしれない。しかし HA 症例では、合併症として排出と高度感音難聴
が 1 例ずつ起こっており（軟骨症例では合併症なし）、コルメラ材料の選択は症例に応じて判断
すべきであろう。

【参考文献】
 1）Mishiro Y, et al.: Long-term hearing outcomes after ossiculoplasty in comparison with 

short-term outcomes. Otol Neurotol 29: 326–329, 2008.
 2）Mishiro Y, et al.: Prognostic factors of short-term hearing outcomes after ossiculoplasty 

using multivariate analysis with logistic regeression. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 135: 
738–741, 2009.

 3）Mishiro Y, et al.: Prognostic factors of long-term outcomes after ossiculoplasty using 
multivariate analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol 267: 861–865, 2010.

 4）三代康雄、他：ハイドロキシアパタイトによる耳小骨再建．耳鼻臨床 83: 1787–1792, 1990.
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後天性真珠腫に対する鼓室形成術 IV 型の聴力成績

北原　智康、松田　　帆、吉村　美歩、丹沢　泰彦、沼倉　　茜、星野　文隆、 
新藤　　晋、中嶋　正人、加瀬　康弘、池園　哲郎

埼玉医科大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】伝音再建術のうち、IV 型を必要とする症例では真珠腫の進展が広範囲であったり、
炎症が高度であったりするために難易度が高く、手術にあたって工夫を要する。また、真珠腫を
はじめとする炎症性疾患では III 型と比較して聴力改善は難しいとされている。今回、当施設に
おける鼓室形成術 IV 型の聴力成績について検討した。

【対象】2011 年 6 月から 2016 年 6 月までの 5 年間に当科で試行した後天性真珠腫に対する鼓室
形成術 IV 型の症例で、術後 6 か月以上の経過を観察できた 13 例 13 耳を対象とした。性別は男
性 6 耳、女性 7 耳で、初回手術時年齢は 5 ～ 74 歳（中央値 44 歳）であった。

【方法】対象疾患は後天性真珠腫とし、緊張部型と弛緩型、二次性に分類した。聴力改善の成績
判定は日本耳科学会の 2000 年案に基づき、術後聴力に関しては 3 分法平均聴力レベルで、1）術
後気道聴力 30dB 以内、2）術後気道骨導差 15dB 以内、3）術後聴力改善 15dB 以上のいずれか
を満たすものを成功とした。今回の対象症例では、全例あぶみ骨底板上にコルメラを置いた
IV-c を施行し、IV-i を行った症例は無かった。コルメラの材料として当科では耳介軟骨を使用し
ている。当科では、外耳道後壁削除・乳突非開放型鼓室形成術を施行している。外耳道の再建材
料としては自家組織として軟骨や骨パテを用いた。また手術は可能な限り一期的としているが、
真珠腫の進展が広範囲にわたる症例やあぶみ骨周辺に及んでいる症例、炎症の高度な症例では二
期的手術とし再発の防止に努めている。

【結果】今回対象とした 13 耳のうち、緊張部型が 8 例、弛緩部型が 4 例、二次性が 1 例であった。
手術が二期的となったのは緊張部型で 3 耳、弛緩部型で 2 耳、二次性で 1 耳であった。段階手術
の際に遺残再発を認めた緊張部型で 1 耳、弛緩部型で 1 耳であった。

術後経過観察期間は、10 ～ 54 カ月（中央値 29 カ月）であった。
緊張部型・弛緩部型の 12 耳は、伝音再建術後 6 カ月経過時、全例で聴力改善を認めていた。

しかしながら緊張部型の 3 耳については、その後に聴力の悪化を認めたため全体としては緊張部
型で 8 耳中 5 耳（62.5%）が成功耳、弛緩部型では 4 例中 4 例（100%）が成功耳となった。二次
性の例に関しては基準を満たさなかった。

【考察】鼓室形成術 IV 型では、再建部分の距離が長いこと、再建材料とあぶみ骨底板の接続が
不十分になることで、成功率が低下する。さらに真珠腫においては、鼓膜の内陥や中耳粘膜の瘢
痕性変化により、聴力が安定しないことがある。今回の検討では、90％以上の症例で一時的には
聴力改善成功となったが、緊張部型の 3 例は経過観察中に聴力の悪化を認めた。長期間聴力が安
定した症例と経過中に悪化した症例の術中所見、手術手技の比較検討を行った。
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当科にける経外耳道的内視鏡下耳科手術 
－ III 型・IV 型伝音再建の術後聴力成績

藤川　太郎、川島　慶之、伊藤　　卓、竹田　喜策、堤　　　剛
東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
経外耳道的内視鏡下耳科手術は従来の顕微鏡を用いた耳科手術と比較して、術野に近接でき広

角の視野が得られ、低侵襲であるなどメリットが大きいことから、当科でも積極的に行っている。
適応は、進展が乳突洞口までの真珠腫性中耳炎、広範な後壁削除や乳突洞削開を要さない慢性中
耳炎、耳硬化症や耳小骨奇形などである。さらに最近、4K 内視鏡システムが導入されたことで、
鼓室内病変の観察や伝音再建での優位性が確認されつつある。

【対象と方法】
過去 2 年間に当科で経外耳道的内視鏡単独もしくは顕微鏡併用で鼓室形成術と III 型・IV 型伝

音再建を施行した症例について、診断、術式、再建材料、術後聴力成績につき検討した。
【結果】

術後半年以上経過観察されたものは、32 例 32 耳（平均年齢 52.7 歳）であった。診断は真珠腫
性中耳炎が 16 耳、慢性中耳炎が 6 耳、癒着性中耳炎が 4 耳、その他が 6 耳であった。伝音再建
の内訳は III 型が 23 耳、IV 型が 9 耳であった。III 型のうちコルメラによる再建は 20 耳（87％）
で、ほとんどが耳介・耳珠軟骨を材料に用いていた。IV 型は全例が可動性のある底板に TORP
で再建されていた。また 6 耳（19％）で 0.4mm の薄切軟骨による鼓膜の補強がされていた。日
本耳科学会の術後聴力成績判定基準では、III 型で 18 耳（78％）、IV 型で 6 耳（67％）が成功例だっ
た。III 型と IV 型の術後聴力成績の比較では、0.5kHz の術後気骨導差は IV 型再建例で有意に大
きかった（18.3dB 対 29.4dB、P=0.03）が、3 分法での気骨導差、聴力改善、聴力レベルは、い
ずれの項目でも両群で有意差を認めなかった。4K 内視鏡システムでの経外耳道的内視鏡下耳科
手術を供覧する。

【考察】
伝音再建法の違いによる術後聴力成績の比較については、アブミ骨の上部構造が保たれている

III 型での再建の方がよいとする報告1）2）と、上部構造の有無は術後聴力に関係がなく III 型と IV
型で有意な違いがないとするもの3）4）がある。今回の自験例での検討は後者を支持するものであ
り、コルメラが確実にアブミ骨頭ないし底板に接触していることが重要であると考えられた。経
外耳道的内視鏡下耳科手術は 2.7mm の細径内視鏡を用いて耳内局所へ接近することで、術後気
骨導差の原因となりうる周囲粘膜の障害やコルメラの接触不良を避けるのに有用である。さらに
4K 内視鏡システムによる高精細な画像は、特にデジタルズームすることで画質を低下させるこ
となく局所のさらなる詳細な観察が可能となるため、特に伝音再建では有用であると考えられる。

【参考文献】
 1）Jackson CG, et al.: Ossicular chain reconstruction: the TORP and PORP in chronic ear 

disease. Laryngoscope 93: 981–988, 1983.
 2）Okada M, et al.: Air-bone gap in ears with a well-repaired tympanic membrane after Type 

III and Type IV tympanoplasty. Auris Nasus Larynx 41: 153–159, 2014. 
 3）Brackmann DE, et al.: TORPs and PORPs in tympanoplasty: a review of 1042 operations. 

Otolaryngol Head Neck Surg 92: 32–37, 1984.
 4）Murugasu E, et al.: Malleus-to-footplate versus malleus-to-stapes-head ossicular 

reconstruction prostheses: temporal bone pressure gain measurements and clinical 
audiological data. Otol Neurotol 26: 572–582, 2005.
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鼓膜正常な外傷性伝音難聴に対する内視鏡手術症例

二井　一則 1、齊藤　彰子 2

1 山形県立中央病院　頭頸部耳鼻咽喉科、2 山形県立新庄病院

【症例】
15 歳男性

【現病歴】
201X 年 6 月 7 日バスケットボール部活中に相手の肘が当たり左側頭部を強打した。
翌 6 月 8 日も左側頭部痛が持続し嘔気と食欲不振が持続するため同日 20 時当院救急外来を受診。脳

CT で明らかな頭蓋内病変と頭蓋骨骨折を認めず鎮痛剤および制吐剤を処方され帰宅。
翌 6 月 9 日になっても嘔気は改善せず、右耳鳴と耳痛も出現したため当院耳鼻咽喉科受診となった。

【初診時所見】
鼓膜所見は正常であった。純音聴力検査では右気導 2.5dB、左気導 31.7dB と左伝音難聴を認めた。ティ

ンパノグラムでは右 A 左 Ad。平衡機能検査では自発眼振なし、頭位・頭位変換眼振なし、ETT 正常
であった。

【経過】
嘔気症状が継続しており内耳障害の可能性を考慮してプレドニゾロン30mgを4日間、15mgを2日間、

合計 6 日間内服投与を行った。嘔気症状は改善したが伝音難聴に変化なく、6 月 23 日側頭骨 CT を施
行したが明らかな耳小骨連鎖異常や側頭骨骨折は確認されず。6 月 30 日、外来でレーザー鼓膜開窓を
行い経鼓膜的に内視鏡で耳小骨連鎖異常の有無を確認。キヌタ - アブミ関節に離断はなく、可視範囲で
明らかな骨折所見は確認されなかった。この時、レーザー鼓膜開窓前の左気導は 25.0dB であったが、
開窓後に 15.0dB に改善を認めた。

以上より内視鏡で確認し得ない上鼓室方向で耳小骨連鎖異常をきたす病変があると考え、患者の夏休
みを待って手術予定となった。

【手術】
同年 8 月 16 日手術を全身麻酔、内視鏡下に行った。骨部外耳道皮膚に孤状切開と放射状切開を加え

てフラップとして挙上して鼓膜後方まで挙上、中鼓室後方を内視鏡観察可能な状態においた。骨部外耳
道に骨折線は確認されず、キヌタ - アブミ関節付近にも形態的な異常は確認されなかった。顔面神経刺
激（NIM response）でアブミ骨の可動性を確認したところ、アブミ骨の動きに対してキヌタ骨長脚の
動きが随伴していないことが確認された。上鼓室方向に骨削開を進め、ツチ - キヌタ関節の一部を明視
下において確認するとツチ - キヌタ骨関節間に間隙があり連動性も不十分であることが確認された。介
達的な衝撃によるキヌタ骨の亜脱臼と判断し、その場でキヌタ骨の位置整復を試みたが十分な連動の回
復は確認されなかった。そのためキヌタ骨を摘出しコルメラとして形成し 3c の伝音再建を行った。

【術後経過】
術後 7 日目第 1 交換時の聴力検査では低音部が改善していたが高音部の閾値上昇が確認された（平均

聴力 13.3dB）。その後徐々に高音部も改善していき 201X 年 12 月 27 日時点で左気導 11.7dB まで回復し
た。

【考察】
外傷による耳小骨離断には直達性と介達性があり、前者は耳かき等によるもので後者は交通事故や殴

打によるものが多いとされる。介達性の場合、側頭骨骨折を伴うような強い外力が耳小骨に及ぶことで
耳小骨離断を生じる。離断部位はキヌタ - アブミ関節に多いとされ次にキヌタ骨転位が多いとの報告が
ある。今回の症例では CT で側頭骨骨折は確認されず耳小骨の明らかな変位や骨折も確認されなかった。
術前診断としてレーザー鼓膜開窓と内視鏡による鼓室内観察を行ったが形態的な異常は確認されなかっ
た。唯一確認された有意な所見は鼓膜開窓後に気導聴力が 10dB 改善した点である。患者本人もレーザー
照射直後から聴力の改善を自覚している。これは外耳道からの音が鼓膜開窓部を経由して直接前庭窓に
伝わるようになったためと考えられる。過去に演者は耳小骨奇形等の鼓膜正常な伝音難聴症例に対して
この検査を行っているが、これと同様の現象を経験している。また、耳硬化症症例では同様の検査を行っ
てもここまでのゲインを得られていない。耳硬化症では鼓膜開窓部を通過した音が前庭窓に到達しても
アブミ骨底板の固着のために内耳への伝導が不十分であるためと考えられる。

鼓膜正常な介達性耳小骨離断を疑った場合、CT では微小な骨変位や骨折を評価することは困難な場
合が少なくない。レーザー鼓膜開窓による内視鏡検査に加え付随する聴力検査が術前診断の一助となる
可能性が示唆された。
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先天性顔面神経麻痺を伴ったアブミ骨上部構造固着の一例

國部　　勇、駒林　優樹
札幌東徳洲会病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

アブミ骨の先天性奇形においては、アブミ骨底板の固着や上部構造の欠損などが一般的に多く
見られる。しかし、アブミ骨上部構造が周囲と固着するタイプの奇形は比較的まれであり、さら
に底板の固着を伴わない上部構造の単独固着症例に限るとほとんど報告がない。今回我々は、ア
ブミ骨上部構造と顔面神経管の間に固着を認めた耳小骨奇形症例を経験した。本症例では、同側
の顔面神経麻痺をともなっており、文献的考察を含めて報告する。症例は 44 歳、男性。小児期
より左難聴を自覚していたが、放置していた。本年 1 月に右滲出性中耳炎にて当科を受診した際
に、左高度伝音性難聴を指摘された。生下時より左顔面神経麻痺を認めていた。左鼓膜所見に異
常はなく、耳介および外耳道にも奇形を認めなかった。標準純音聴力検査にて、左気導閾値
53.3dB（3 分法）の伝音性難聴を認めた。聴力像は stiffness curve を示し、2kHz を中心に骨導
閾値の低下も認めた。ティンパノメトリーは A 型であった。CT 所見にて、左アブミ骨周囲に異
常陰影を認めた。アブミ骨奇形による伝音性難聴を疑い、内視鏡下耳科手術を施行した。術中所
見では、アブミ骨上部構造と顔面神経管の間に骨性架橋構造を認め、アブミ骨の可動性は全くな
い状態であった。底板の固着は認められず、骨性架橋を削除することでアブミ骨の可動性は回復
した。術後経過は良好であり、聴力は 3 分法で 15.0dB まで回復した。発生学的にツチ骨頭部と
キヌタ骨体部は第一鰓弓、ツチ骨柄とキヌタ骨長脚とアブミ骨上部構造は第二鰓弓、アブミ骨底
板は耳胞由来とされている。本症例においては他の耳小骨に奇形を認めないことから、第二鯉弓
由来の奇形であると考えられた。また顔面神経管は耳胞と、第二鰓弓の背外側より生じる
laterohyale から形成される。したがって顔面神経麻痺は laterohyale の形成障害により、そして
顔面神経管とアブミ骨上部構造の固着は laterohyale の残存により生じたものと考えられた。本
症例の手術は内視鏡下に施行したが、アブミ骨固着の状態や底板の可動性など詳細に観察するた
めに非常に有用であった。本症例の骨性架橋は非常に脆く、剥離子にて容易に除去することがで
きた。しかしアブミ骨底板に固着を認めない場合は、内耳への影響を考慮するとレーザーやスキー
タードリルの使用を考慮すべきであったと考えられた。
参考文献
 1）Nandaplan V, Tos M: lsolated congenital stapes ankylosis: An embryologic survey and 

literature review. American J Otology 21: 71–80, 2000.
 2）内田真哉、足立直子：顔面神経管とアブミ骨上部構造の固着を伴った先天性耳小骨奇形．

Otology Japan 19: 59–63, 2009.
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キヌタ骨の側頭骨癒合を認めた耳小骨奇形の一例

佐原　聡甫、川崎　泰士、平賀　良彦
静岡赤十字病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】耳小骨奇形は種々の伝音性難聴の中でも手術加療により聴力改善が大いに期待でき
る疾患で積極的に手術加療が行われている。今回、稀なキヌタ骨の上鼓室癒合症例を経験したの
で報告する。

【症例】60 歳代女性。X － 16 年に当院で左真珠腫性中耳炎に対して中耳根本術を施行した。そ
の後、幼少期よりある右難聴とともに術側の左伝音難聴にたいして両耳に補聴器導入し近医にて
経過観察していた。X 年に左耳内の肉芽形成の cavity problem にて近医より紹介受診となった。
受診時聴力は 4 分法で右 57.5dB　左 68.8dB の両側伝音難聴を認めた。清掃で左耳の肉芽は改善
した。受診時に撮影した右側頭骨 CT でキヌタ骨の上鼓室癒合をともなう耳小骨奇形を認めた。
聴力改善を目的とした手術希望があったため手術方針とした。補聴器導入時は両耳装用をしてい
たが、受診時は右耳のみ補聴器を装用し生活していた。再度、左耳の補聴器の調整を行い、左耳
のみの補聴器装用で生活するよう指導した。左耳のみの補聴器装用で生活できることを確認し初
診後 3 ヶ月時に右鼓室形成術を施行した。手術は耳内法で施行した。キヌタ骨の可動性がないた
め IS joint を外すことはできなかった。経外耳道的上鼓室開放を行い、キヌタ骨を露出するとキ
ヌタ骨体が上鼓室と癒合していた。MI joint は正常であり、MI joint を外し、SKEETER® Drill 
System（以下スキータードリル）で上鼓室とキヌタ骨の癒合部分を削りキヌタ骨の可動性を得た。
IS joint を外し、キヌタ骨を摘出した。IIIi － I で伝音再建した。顔面神経の走行異常や他耳小骨
の奇形は認めなかった。術後めまいは無く、術後 2 週間時点で骨導聴力の低下は認めなかった。

【考察】耳小骨奇形に関して数々の報告があるが、単一の耳小骨固着は比較的珍しく、さらにキ
ヌタ骨の固着症例が一番少ないと言われている。今回我々が調べた中ではキヌタ骨が骨梁を伴っ
て上鼓室と固着していた症例は見つかったが、本症例のようにキヌタ骨体自体が上鼓室と癒合し
ている症例はなく非常に稀な症例と考えられる。また、今回キヌタ骨の可動性が無いことから
IS joint を外すことができなかったため、耳小骨操作に伴う内耳障害の可能性が危惧された。ア
ブミ骨手術で安全性が示されているスキータードリルを使用することで、感音難聴を来すことな
く良好な手術経過を得ることができ、アブミ骨手術以外の内耳障害が危惧される症例へのスキー
タードリルの有用性が示された。
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耳小骨奇形様の臨床所見を呈した中耳真珠腫の一例

高木　　亮、稲垣　　彰、浅岡　恭介、高橋真理子、村上　信五
名古屋市立大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学

【はじめに】耳小骨奇形と真珠腫性中耳炎はどちらも伝音難聴の主な原因疾患である。両疾患と
も手術により伝音障害の聴力改善を期待できる、よい手術適応であるが、耳小骨奇形が非進行性
疾患であるのに対して、真珠腫性中耳炎の多くは進行性であり、術前の正確な鑑別診断が望まし
い。今回我々は、術前の聴力検査で中度の伝音難聴を呈し、CT 画像検査では耳小骨の部分的消
失を疑い、また正常な鼓膜所見から、耳小骨奇形との術前診断にて手術を行ったが、術中の鼓室
開放により真珠腫性中耳炎による症状と診断した症例を経験したので報告する。【症例】19 歳男
性。X-1 年 3 月に左難聴を主訴に近医耳鼻咽喉科受診し左伝音難聴と診断され、精査目的に 2 次
医療機関を紹介された。同院での中耳 CT 検査にてアブミ骨上部構造がみられず、左耳小骨奇形
による伝音難聴と診断され、X-1 年 8 月、精査加療目的に当科紹介となった。当科初診時、鼓膜
は正常、耳介奇形や外耳道狭窄は認めなかった。詳細に病歴を聴取するも、伝音難聴の発症時期
は、半年ほど前から自覚する様になったが、いつから発症しているのか、はっきりしないとのこ
とであった。純音聴力検査で右は -1.3dB で正常、左 50.0dB（4 分法）の伝音難聴を認め stiffness
型を、また左 2000Hz の骨導閾値上昇を認めた。耳小骨筋反射は左が陰性であった。中耳 CT 画
像検査では、キヌタ骨長脚からアブミ骨にかけた領域が画像上はっきりと確認できなかった。耳
小骨奇形との術前診断にて、X 年 3 月、全身麻酔下に、耳内切開による左鼓室形成術を行った。
外耳道皮膚を剥離して鼓膜を翻転したところ、キヌタ骨長脚およびアブミ骨の上部構造は消失し
ていた。そのためキヌタ骨の体部で耳小骨再建をするため摘出したところ、真珠腫が乳突洞口か
ら乳突洞にかけ広範囲に進展しているのを認めた。外耳道後壁を mastoidectomy on demand に
より削開し、真珠腫を摘出した後 IV 型変法で再建し手術を終了した。【まとめ】House JW & 
Sheehy JL（1980 Laryngoscope）らは 1024 例のうち、およそ 3.7％の真珠腫性中耳炎症例では
穿孔や陥凹がない「正常」な鼓膜であり、これらの症例の大半は罹病期間が 5 年以内で、半数の
症例が 20 歳以下に生じていたと報告している。しかし、穿孔や陥凹のない「正常」な鼓膜であっ
ても、鼓膜から明らかな真珠腫が透見できる症例が大半であり（House, 1980）、視診上正常な鼓
膜所見を呈する症例は稀であると考えられる。本症例は非定型的な経過をたどった真珠腫症例で
あるが、真珠腫の病態、とりわけ自然経過を考える上で、貴重な示唆を与えるものと考えられた。
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当科で経験した術後耳における耳性髄液漏の 2 症例

松澤　真吾 1、江洲　欣彦 1、金沢　弘美 1,2、織田　　潔 3、吉田　尚弘 1

1 自治医科大学附属さいたま医療センター　耳鼻咽喉科、2 さいたま市民医療センター、 
3 東北ろうさい病院

はじめに：耳性髄液漏は内耳奇形や外傷性、特発性など様々な病態で発生する。根治治療とし
て外科的閉鎖が必要であるが、今回我々は手術既往により診断、治療に苦慮した、術後耳におけ
る耳性髄液漏の 2 症例を経験したので文献的考察も含め報告する。症例 1：26 歳男性。幼少期よ
り内耳奇形を指摘され中耳手術を行われたが、その後に細菌性髄膜炎を 9 回繰り返していた。
201X 年 12 月 26 日より頭痛、嘔気が出現し、近隣の総合病院を受診した。髄液検査にて多核球
の優位な上昇および肺炎球菌抗原陽性所見あり、細菌性髄膜炎の診断で即日入院加療となった。
入院時に耳鼻科を併診した際に拍動性の中耳滲出液を指摘され、精査のため入院 3 日目に当院へ
転院搬送となった。転院搬送時の意識レベルは JCS2-10 で左鼓膜は膨隆し、拍動性の滲出液が貯
留していた。側頭骨単純 CT 検査では左耳に蝸牛の低形成、前庭の嚢状の拡大や外側半規管の変
形があり、Mondini 奇形と考えられた。また滲出液を疑わせる軟部陰影が中耳腔、乳突洞内に広
がっており、内耳瘻孔が残存し、中耳感染が生じたことで髄膜炎となった可能性が考えられた。
転院後は髄膜炎の投薬治療を継続し、徐々に意識レベルは改善した。全身状態の改善をみて、転
院 24 日目に左試験的鼓室開放術を施行した。術中所見：アブミ骨底板と思われる部位に幼少期
の手術の際に留置したと思われる軟骨コルメラが存在し、その周囲から漿液性滲出液が漏出して
いた。一度軟骨コルメラを取り外し、卵円窓からの滲出液漏出を確認した後に骨膜、骨パテ、筋
膜を用いて漏出部を被覆してフィブリン糊で固定した。漏出が止まったことを確認した後に閉創、
終了とした。術後経過は良好で入院 31 日目に退院となった。退院後現在に至るまで髄膜炎の再
発はない。症例 2：68 歳男性。幼少期から中耳炎を繰り返していた。2013 年に近医耳鼻咽喉科
にて左真珠腫性中耳炎の診断で左鼓室形成術を受けた。2016 年初旬より耳漏が反復するように
なり、同年 9 月に当科紹介受診となった。来院時の耳鏡所見では左耳は open mastoid の形態で
あり鼓膜後上部付近に白色調の隆起を認めた。側頭骨単純 CT では中耳腔内に人工耳小骨と思わ
れる陰影があり、中頭蓋窩の骨欠損をみとめた。聴器 MRI では脳実質が一部中頭蓋窩欠損部よ
り中耳内に下垂しており、髄膜脳瘤が疑われた。しばらく外来通院にて保存的治療を行い、慎重
に経過を見ていたが、先述の白色調隆起部位の真珠腫再発も否定できず 2017 年 8 月 23 日に入院
のうえ左試験的鼓室解放術を施行した。術中所見：髄膜脳瘤、髄液漏の可能性を考慮しつつ、耳
内法にて外耳道フラップを作成・挙上しつつ慎重に中鼓室内へアプローチした。中耳腔内に到達
する直前で漿液性の拍動を伴う滲出液が溢れ出したため、髄液漏と判断し外耳道フラップを戻し
てテルダーミス、スポンゼル、フィブリン糊を用いて耳内をパッキングし、髄液漏が停止したこ
とを確認して手術終了とした。術後脳神経外科とも相談し、根治性を高めるため経中頭蓋窩法で
の髄膜脳瘤切除、有茎側頭筋膜弁よる硬膜閉鎖術を施行した。術後 14 日目には退院となり、以
後外来にて経過をみているが、髄液漏の再発はなく経過している。考察：耳性髄液漏は上行性に
感染が波及すれば化膿性髄膜炎をきたすため、外科的治療を早急に検討しなければならない。し
かし今回の 2 症例ではすでに手術既往のため、術前や術中の解剖学的な構造の評価に苦慮した。
過去の手術記録を参考にして、できる限り想定されるケースを議論した上での慎重な診療を行う
必要がある。
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Collet-Sicard 症候群を呈した右内頸静脈血栓症後に診断された 
頸静脈孔 PEComa の一例

小宗　徳孝、益田　昌吾、松本　　希、中川　尚志
九州大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

Collet-Sicard 症候群は、第 IX・X・XI・XII 脳神経麻痺を生じる症候群である。下位脳神経麻
痺を呈する類似症候群として、Vernet 症候群（頸静脈孔症候群）などがあげられる。これらの
症候群の多くは腫瘍によるものであり、頭蓋内原発腫瘍、転移性悪性腫瘍が多いとされているが、
内頸動脈解離、第一頸椎骨折、結節性多発動脈炎、内頸静脈血栓症などの報告も散見される。

本症例は、34 歳女性であり、右頸静脈孔から頸部にかけての腫瘤を指摘され、20XX 年に精査
加療目的に当科紹介となった。当患者は、20XX-5 年に、舌右半分の違和感と呂律不良を認め、
頸部造影 CT にて右内頸静脈血栓症による症状と診断され、抗凝固療法を開始されていた。右内
頸静脈血栓症の原因は不明のままであった。20XX-2 年に、激しい頭痛、嗄声、右腕挙上困難、
嚥下障害が出現し、当院神経内科を受診した。精査の結果、右内頸静脈・S 状静脈洞・横静脈洞
血栓症による Collet-Sicard 症候群と診断され、引き続き抗凝固療法を継続する方針となった。
その後、右舌下神経麻痺は残存したが、嗄声・嚥下障害は一旦改善した。しかし、20XX に再び
嗄声が出現したため、近位にて画像精査おこなったところ、右内頸動脈を外側から圧排する腫瘤
を指摘された。当科での画像精査の結果、頸静脈孔神経鞘腫が第一に鑑別にあがり、画像フォロー
を行う方針となった。外来フォロー中に腫瘍が急速に増大したため、病理組織診断目的に頸部及
び頸静脈孔から腫瘍生検を行った。生検の結果、頸静脈孔 perivascular epithelioid cell tumor

（PEComa）との診断が確定した。腫瘍の首座は血管内であり、malignant potential を有した
PEComa と診断した。

PEComa は、血管周囲類上皮細胞（perivascular epithelioid cell）に由来するとされる間葉系
腫瘍の総称であり、血管筋脂肪腫、肺明細胞腫瘍、リンパ管平滑筋腫症などを含む。さまざまな
臓器での発症例が報告されているが、頭頸部での報告は少なく、更に、頭蓋底原発での報告は極
めて稀である。症例の希少度から、確立した治療エビデンスは乏しく、悪性度の判定基準も提唱
されているがコンセンサスは得られていない。現在、PEComa に対し推奨されている治療は、
外科的切除が第一選択とされており、放射線もしくは化学療法に対する確立したエビデンスは存
在しない。近年 mTOR 阻害薬が有効であった報告は散見されるが、本邦では保険適応未承認で
ある。また、悪性 PEComa は再発転移を来すため、予後は不良とされ、集学的治療の確立が必
要な疾患とされている。本症例に対し、当院腫瘍内科および脳神経外科と協議を行った結果、過
去の報告に従い外科的切除を第一選択とし、術後の後治療を検討する事となった。20XX+2 年に、
内頸動脈塞栓および栄養血管塞栓後に腫瘍摘出術を施行した。petrosal confluence へ進展した腫
瘍の摘出は困難であり腫瘍を一部残して、subtotal resection とした。その為、現在、後治療を
検討中である。

本症例は、頸静脈孔 PEComa による静脈血栓症と Collet-Sicard 症候群を呈したものと考えら
れた。PEComa の頭蓋底原発症例は、文献的にも非常に稀であるが、頭蓋底に発生する腫瘍性
病変の鑑別疾患として挙げる必要があると考えられた。また、典型的な臨床像ではない頭蓋底疾
患は、早期の病理診断が必要であると考えられた。
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左前帯状皮質硬膜動静脈瘻に伴う拍動性耳鳴に対して 
塞栓術にて改善を認めた 1 例

高橋　雅章、大庭　　晋、篠上　雅信
東京警察病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】耳鳴は日常診療においてしばしば遭遇する訴えである。耳鳴は拍動性のものと持続
性のものに大きく分けることができる。拍動性耳鳴は、血流動態の異常な変化によって生じると
されており、他覚的耳鳴であることが多く、持続性耳鳴は主に自覚的耳鳴で、一種の聴覚異常感
と言われている。拍動性耳鳴は耳鳴全体の 15% にみられると言われ、硬膜動静脈瘻は拍動性耳
鳴をきたす疾患のうち、2 ～ 20% を占めるとの報告もある。今回我々は、拍動性耳鳴を主訴に
当科を受診、左前帯状皮質硬膜動静脈瘻に対して塞栓術後に耳鳴の改善を認めた症例を経験した
ので文献的考察も含め報告する。【症例】患者は 56 歳、男性。受診 3 ヶ月前からの持続する左拍
動性耳鳴を主訴に当科受診。純音聴力検査では有意な聴力左右差を認めず、頭位変換でも明らか
な眼振もなし。重心動揺計（ラバー負荷）にて前庭障害を認めたものの、拍動性であり、めまい
感の経過が長いことや、血管性病変など確認目的にて MRI を施行。MRI にて左側頭骨内頸静脈
周囲異常血管、硬膜動静脈瘻疑いの診断となり脳神経外科に紹介。脳神経外科にてアンギオを施
行したところ、左前帯状皮質硬膜動静脈瘻の診断となった。当院脳神経外科にて下錐体静脈洞お
よび上行咽頭動脈に対してそれぞれ塞栓術を施行、術後の MRI にて左前帯状皮質硬膜動静脈瘻
のシャントの低下を確認。拍動性耳鳴の改善も認めた。【考察】拍動性耳鳴の原因としては様々
な疾患や病態が報告されているが、高齢、高血圧、高脂血症の症例が多く認められ、動脈硬化に
基づく動脈内腔の狭窄や閉塞で拍動性耳鳴を生じる可能性も否定できないことを示している。こ
れらの経緯から血管性によることが多いと言える。血管性の原因としては、硬膜動静脈瘻、内頸
動脈の硬化症、頸部動脈海綿静脈洞瘻、脳動脈瘤などがあり、その他の疾患としては頭蓋内腫瘍、
Glomus 腫瘍、内耳神経の神経血管圧迫症候群、髄膜瘤などが挙げられるため、頭蓋内疾患等の
可能性も想定して診断を進めなければならない。拍動性耳鳴症例には、側頭骨 HRCT や頭部
MRI 等の画像診断が有用であり、血管性には血管造影や MRA、3DCT も有効である。本症例で
は MRI、アンギオにて診断に至っている。硬膜動静脈瘻は、硬膜動脈と硬膜静脈の間に発生す
る異常な動静脈シャントを病態とする疾患で、外傷や感染、脱水、経口避妊薬等の原因により静
脈洞閉鎖が先行して生じるとされているが、原因不明のことも多い。桑山らの本邦における全国
疫学調査によると、発生頻度は 10 万人当たり年間 0.29 人とお報告されており、発生部位は海綿
静脈洞 46%、横静脈洞部および S 状静脈洞が 28%、脊髄 5,8%、その他が 26% である。その症状は、
無症状なものから、拍動性耳鳴、頭痛、痙攣、神経脱落症状、脳出血など様々である。初発症状
は結膜眼球症状・外眼筋症状 65.2%、頭蓋内出血・静脈梗塞 20.9%、耳鳴 19.9% であった。しかし、
横静脈洞～ S 状静脈洞における初発症状では拍動性耳鳴が 53~88% と、拍動性耳鳴の割合の増
加を認めている。硬膜動静脈瘻の治療には開頭手術、血管内治療、放射線治療がある。血管内治
療は近年、発達を認め低侵襲で良好な成績を収めているが、経動脈的塞栓術では流入動脈全てを
完全に閉塞することは困難であり、塞栓後も他部位からの新たな血管新生を認め、新規の流入を
認め再発を来すことがある。本症例でも、下錐体静脈洞および上行咽頭動脈からのアプローチに
て塞栓を施行、耳鳴の改善を認めた。
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外耳道に進展した Hemangiopericytoma に対しての 
パゾパニブ使用経験

藤永　真希 1、川野　利明 1、松永　崇志 1、門脇　嘉宣 2、立山　香織 1、 
平野　　隆 1、鈴木　正志 1

1 大分大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 南海医療センター

Hemangiopericytoma は脳腫瘍の 0.4% を占め、脳硬膜より発生する腫瘍である。画像診断で
は髄膜腫に類似しており、診断に苦慮することも多い疾患の一つである。髄膜腫と比較して腫瘍
は浸潤性であり、全身性に転移することもあるため悪性腫瘍として扱われる。治療としては外科
的摘出であるが、手術のみではコントロール不良な症例も多く術後治療が重要と考えられている。
パゾパニブ（ヴォトリエント R）は血管内皮細胞増殖因子受容体（VEGFR）-1-,2,-3、血小板由
来増殖因子受容体（PDGFR）-α,-β 及び幹細胞因子受容体（c-Kit）に対して阻害作用を示すマル
チキナーゼ阻害薬であり、経口投与可能な化合物である。悪性軟部腫瘍に対する治療薬として
2012 年に本邦で承認され、Lee SJ らの報告では、hemangiopericytoma の患者に対するパゾパ
ニブの有効性が示唆されている。パゾパニブの代表的な副作用としては重度の肝障害が有名であ
るが、その他にも高血圧や心機能障害、出血、甲状腺機能障害等も認めるため配慮が必要である。
今回、外耳道に生じた腫瘤性病変から hemangiopericytoma の診断に至り、外科的摘出後に術後
化学療法としてパゾパニブを使用し治療効果を認めた症例を経験したため、副作用についての考
察も併せて報告する。症例は 73 歳、女性、前医で中頭蓋窩の髄膜腫として 3 度のガンマナイフ
治療が行われたが、右難聴と外耳道を充満する腫瘤性病変を認めたことから、20XX 年 4 月に当
科紹介受診となった。画像検査では中頭蓋窩の腫瘍性病変とは異なる性状の腫瘤性病変を認めた
ため、当初は原発の外耳道腫瘍と考えられた。外耳道生検を行うも組織学的診断困難であり、5
月に右外耳道腫瘍切除術が施行された。術中所見では、腫瘍は外耳道上壁や鼓膜弛緩部、上鼓室
を通じて頭蓋内から外側へ進展する所見を認めた。永久病理検査では、免疫染色にて CD34 陰性
であったが、STAT6 陽性、factorX IIIa 陽性、vimentin 陽性であり、細胞分裂像が多数（9 個 /
HPF）認められたことから、Grade III の anaplastic hemangiopericytoma の診断となった。以
前に髄膜腫として加療されていた中頭蓋窩腫瘍は hemangiopericytoma であった可能性や、数回
の放射線照射によって誘発された 2 次癌として生じたと考えられた。術中所見では頭蓋内への連
続性を認めたため、安全域をつけての全摘出は困難と判断し、術後にサイバーナイフ治療

（40Gy/10fr）を 2 度行った。20XX+1 年 7 月の MRI で右外耳道腫瘍の残存を認め、術後化学療
法としてセツキシマブ・シスプラチン・5-FU を用いた 3 剤治療を開始した。11 月の MRI にて
腫瘍の増大を認めたため、治療効果不十分と判断し同月よりパゾパニブ治療を開始した。使用後、
血小板減少・肝機能障害・高血圧が出現し、休薬・減量及び中止基準に沿って投与調整を行った。
20XX+2 年 2 月の MRI にて腫瘍の縮小を認め、パゾパニブの有効性を示す結果となった。現在
も適宜血液検査を行い副作用の出現に注意しながら、内服を継続している。外耳道腫瘍として術
後に診断に至った hemangiopericytoma に対してパゾパニブが効果を示した症例を経験したた
め、治療に伴う副作用も含め文献的考察を加え報告する。
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デノスマブ投与後に発症し急激に進行した外耳道真珠腫例

竹田　貴策、伊藤　　卓、横村　　優、川島　慶之、藤川　太郎、堤　　　剛
東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科

デノスマブは 2012 年に新規に承認されたヒト型抗 RANKL（receptor activator of NF-κB 
ligand）モノクローナル抗体製剤であり、骨粗鬆症の他、多発性骨髄腫、骨巨細胞種などに投与
される。従来の骨粗鬆症治療薬との相違点として、ビスホスホネート製剤が破骨細胞に直接作用
して骨吸収を阻害するのに対し、抗 RANKL モノクローナル抗体製剤は破骨細胞前駆細胞上に
存在する受容体 RANK に結合することにより破骨細胞への分化を抑制する。副作用として、ビ
スホスホネート製剤と同様に顎骨壊死・骨髄炎が指摘されているが、渉猟し得た限りこれまでに
外耳道骨壊死の報告はない。今回、骨粗鬆症に対してデノスマブ投与後に急速に発症・進行した
外耳道真珠腫例を経験したので報告する。症例は 81 歳女性、2014 年よりデノスマブ投与開始（2
回 / 年）、2014+2.5 年までの間に計 6 回投与を受けた。2014+1.5 年から左耳漏と難聴が出現し、
前医にて外耳道真珠腫と診断された。その後急速に骨破壊が進行し、2014+3.2 年当科紹介受診
した。側頭骨 CT 上、外耳道の下壁は大きく欠損し、側頭下窩へ進展し、頸静脈球にも近接して
いた。乳突蜂巣への進展は見られなかった。大血管への進展や深部膿瘍形成を避けるため、外耳
道と鼓膜、ツチ骨、キヌタ骨を一塊に摘出し、外耳道を閉鎖した。ビスホスホネート製剤の副作
用である外耳道骨壊死は難治性外耳道真珠腫の一因として知られているが、渉猟し得た限り抗
RANKL モノクローナル抗体製剤の副作用としての外耳道骨壊死の報告はまだない。本症例の骨
破壊は上皮部分に限局しており、病理組織学的検査では上皮下の骨組織の腐骨化変性と変性した
部位への真珠腫上皮の骨侵食像が認められた。本症例のみでは抗 RANKL モノクローナル抗体
製剤投与と外耳道真珠腫の因果関係の有無は不明であるが、投与後早期に発症し急激に進行した
ことから薬剤性外耳道骨壊死の関与の可能性が考えられた。今後は高齢化の進行とともに、ビス
ホスホネート製剤と並んで抗 RANKL モノクローナル抗体製剤の使用も急増すると考えられ、
抗 RANKL モノクローナル抗体製剤投与と外耳道真珠腫の因果関係の検討が必要と考えられた。

O-84



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 357, 2018

再発を来した広範な中耳神経内分泌腫瘍の 1 例

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

【はじめに】神経内分泌腫瘍は比較的稀な腫瘍で、原腸由来の臓器より発生する。全身の臓器に
発生し得るが、好発部位は膵臓・消化管、気管支で全体の約 9 割を占める。耳鼻咽喉科領域では
喉頭発生例の報告が散見されるが中耳発生のものはきわめて稀である。今回我々は初回手術から
15 年後に再発した広範な中耳神経内分泌腫瘍の症例を経験したため報告する。

【症例】78 歳、女性。主訴：左難聴、左耳漏。現病歴：1991 年頃から左難聴を認め、1993 年 7
月に紹介医を初診した。鼓膜後方は乳白色に膨隆し、鼓膜切開を施行したが血腫のみ認めた。そ
の後、保存的加療で鼓膜は岬角に癒着した状態となり通院終了となった。1998 年 5 月に左耳痛
を主訴に、近医耳鼻咽喉科経由で紹介医を再診した。左鼓膜前方から外耳道に進展する肉芽様の
腫瘤を認め、CT では左中耳腔から乳突蜂巣に軟部陰影が充満していた。当初は手術加療の希望
なく、外来にて耳処置を継続していたが、1999 年 6 月に中耳根本術を施行した。術後の病理検
査では腫瘍細胞が管状構造を伴い、免疫染色では AE1/AE3、Chromogranin-A、NSE、S-100 蛋
白が腫瘍細胞の一部で陽性であり、神経内分泌分化を伴う中耳腺腫と診断した。その後、慢性的
な耳漏が持続し外来にて耳処置を継続していたが、2014 年 5 月から左外耳孔前下方に腫瘤を認
めた。生検組織の病理検査では、初回手術時の摘出標本と一連の組織像を呈し、免疫染色では
Chromogranin-Aがびまん性に陽性、Synaptophysinが弱陽性であり、中耳腺腫の再発と診断した。
手術を勧めたが患者本人が決断できず、外来で耳処置を継続していた。2016 年 3 月に腫瘍は左
外耳道を占拠するほどに増大し、当科に紹介となった。聴力検査では右耳 32.5dB（4 分法）、左
耳は気導骨導ともほぼスケールアウトであった。側頭骨 CT では左中耳腔から外耳道、削開乳突
腔を占拠する腫瘍を認めた。MRI では腫瘍の大部分は T1WI で高信号、T2WI で低信号であった。
2016 年 6 月に手術を行った。術式は Subtotal petrosectomy および Blind sac closure による外
耳道閉鎖を選択した。術後 2 年経過しているが、再発なく現在処置の必要ない良好な状態となっ
ている。

【考察】中耳神経内分泌腫瘍はこれまで中耳腺腫あるいはカルチノイド腫瘍として報告されてき
た。大部分の症例では良性の経過を辿るが、一部の症例では転移や再発を来し、悪性腫瘍として
の性格を有することが明らかになっている。術前の臨床所見の診断では鑑別困難なことが多く、
病理検査での神経内分泌顆粒を示す免疫染色が有用である。分類には諸説あるが、Saliba の分類
が知られており、免疫染色と転移の有無により、Type 1: neuroendocrine adenoma of the 
middle ear（NEAME）、Type 2: middle ear adenoma（MEA）、Type 3: carcinoid tumor of the 
middle ear（CTME）に分類している。本症例は免疫染色で Chromogranin-A と Synaptophysin
が陽性を示したが転移はなく、Saliba の分類では NEAME に相当すると考えられた。本症例は
高悪性の性格を有するものではなかったが、初回手術から 15 年経過し腫瘍が外耳孔に達するま
で増大したことで、局所制御の必要性にせまられて手術を行った。術前に骨導がほぼスケールア
ウトであったことから、聴力改善手術は行わず Subtotal petrosectomy による局所制御を行い、
外耳道は閉鎖した。術後 2 年経過した現在、処置フリーの状態で局所制御にも成功している。今
回手術ビデオを供覧し、病理所見および手術術式の選択を中心に文献的考察を加えて報告する。
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新聴覚機構：外有毛細胞共振説での外有毛細胞

森満　　保
宮崎大学　名誉教授

ベケシーの基底膜進行波説を否定し、外有毛細胞（OHC）が、自らの固有振動数が刺激音周
波数に一致して共振を起こして、蝸牛内で周波数弁別と伝音系機能を営んでおり、内有毛細胞の
みが狭義の聴覚系機能を営んでいるという、外有毛細胞共振説を 2016 年から提唱してきた。

しかしながら、本説について今尚、充分な承認が得られていないので、今回は外有毛細胞を中
心に、その実態を説明したい。

OHC20,000 個が精密に体長順に、3 列、稀に 4 列に、互いに孤立して並んでいるのは、固有振
動数が刺激音と一致した時に、自由に共振する為であり、周波数弁別をすると同時に人間の最高
可聴音 20,000Hz も決まってくる。哺哺乳類全体では、OHC 総数と最高可聴音周波数が同数であ
る事に定まっている爲である。従って言葉を持たず、人には超音波領域の高音も使って、哺乳類
動物達は交流しているので、OHC 総数は、人間より 2 倍以上も多く、マウスは 7 万個、鳴き声
の反響で餌を取っているコウモリは 11 万個にも達するという。

OHC 感覚毛の上端は蓋膜に、下端は自体のクチクラ層内で固定されており、音感にとっては
最も重要で欠く事の出来ない、刺激音の高低や強弱の変化そのものを、全く感知できない構造に
なっている。これでは、哺乳類の感覚毛が、音の強弱は勿論、音の有無さえも判断する事が出來
ない構造である事になり、OHC の感覚毛が、実際に感覚毛であるのか、否か極めて疑わしい事
実と言える。なお、聴中枢からの求心神経は 1 本で、OHC20 個を重複支配しているので、各
OHC の状況を、個別に聴中枢に報告する事は全く不可能であり、OHC は聴中枢との求心性報告
をする事とは、全く無縁の存在であると言われても、反論できない状態である。

OHC 体は刺激音と共振すると、体側皮内のモーター蛋白プレスチンが活性化し、体長が数ミ
クロン短縮し、同時に膨張するのは、体容積を一定に維持して、実態は容積共振である共振を維
持する為であリ、その機能は完璧である。

OHC とダイテルス細胞の総数は全く同数で、両者は上下に重なっている。基底膜に固着して
いるダイテルス細胞頂の皿に乗っている OHC は、体長短縮によって、基底膜方向に沈下するが、
それは OHC が体中心方向に斜めに立っているために、垂直、即ち重力方向には沈下せずに、斜
め外下方向に短縮する。同時に感覚毛が固定されている蓋膜も、斜め外下方向に引き降ろされる
事になる。

興味深い事実は、ダイテルス細胞の指節突起が、隣接する OHC に接着している事である。そ
の為に隣接 OHC は、音刺激で短縮する OHC に、引きずられて沈下する事は無く、共振短縮を
起こした OHC のみが、ピンポイントに下方に短縮する事になる。結論的に、OHC 感覚毛は、
接着している蓋膜下面部位のみを数ミクロン、斜め外方向に引下げる、丈夫な牽引索なのである。
その下面には、発見者の名を取って、ヘンゼン条と名付けけられた、僅かに隆起した部位がある
が、数ミクロン隔てて、内有毛細胞の感覚毛が、フリー状態で待機しているのである。勿論、
OHC の感覚毛：今は牽引索が、音刺激で短縮し、蓋膜を数ミクロン引き下げると、その部位の
ヘンゼン条と IHC 感覚毛とが、互いに接触することになる。しかもその接触は、IHC の長短 3
層の感覚網が、興奮位を取る方向に接触するのである。ベケシー時代には、IHC は感覚毛を、内
リンパ液中を空振りしながら、繊細な音情報をかき集めていると、無茶で不可能な説明を聞かさ
れていた。共振説での説明を聞いた JHC は、喜んでいる事であろう。

以上で、今学会での OHC 共振説の説明を終わるが、賛否両論お聞かせ頂きたい。
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細胞外 ATP によって惹起された外有毛細胞の硫化水素産生

原田　成信 1、伊藤由香里 1、王子田彰夫 2、川畑　篤史 3

1 医療法人恵成会　原田聴覚研究所、2 九州大学　大学院薬学研究院　生体分析化学分野、 
3 近畿大学　薬学部　医療薬学科　病態薬理学研究室

はじめに：第 25、26 回の本学会において、我々は硫化水素（H2S）によって外有毛細胞の
TRPV4 受容体が活性化され、細胞外からの Ca2+ 流入により細胞内 Ca2+ 濃度の上昇すること、
その結果 NO が産生することを報告した。H2S が、聴覚情報伝達機構において神経伝達物質とし
て重要な働きをしている可能性を示した。今回我々は、聴覚情報伝達機構において神経伝達物質
として重要な役割を演じているとされている ATP を用いて、ATP 刺激によって惹起された外
有毛細胞における H2S 産生について報告する。

方法：プライネル反射陽性の白色モルモット（体重 200-300g）を用い、コラゲナーゼ処理後
に機械的処理を行い、蝸牛より外有毛細胞の急速単離をおこなった。外有毛細胞の細胞内 H2S
測定は、H2S 検出プローブ 6-CdII を用いて 520nm 励起による 590nm 蛍光強度比を、細胞内 NO
測定は、NO 感受性蛍光色素である DAF-2DA を用いて 495nm 励起による 540nm 蛍光強度比を、
各々画像解析装置（AQUACOSMO, 浜松ホトニクス）を用いて記録処理した。

結果：細胞外 ATP 刺激によって外有毛細胞内の 6-CdII の蛍光強度の増加、すなわち H2S 産生
が認められた。細胞外に Ca2+ が含まない場合、ATP による 6-CdII の蛍光強度の増加が認められ
なかった。P2 受容体にインヒビターである suramin によって、ATP による 6-CdII の蛍光強度の
増加が抑制された。H2S 合成酵素の一つである cystathionine β-synthase（CBS）のインヒビター
であるamino-oxyacetic acid（AOAA）は、ATPによる6-CdII の蛍光強度の増加を抑制した。一方、
他の H2S 合成酵素である cystathionine γ-lyase（CSE）のインヒビターである β-cyanoalanine と
D-L-propargylglycine は、共に ATP による 6-CdII の蛍光強度の増加を抑制しなかった。非特異
的 NO 合成酵素のインヒビターである L-NAME は、ATP による 6-CdII の蛍光強度の増加を抑制
しなかった。一方、H2S 合成酵素である CBS のインヒビターである AOAA は、ATP による
NO 産生を抑制した。

考察:今回の結果から、細胞外ATP刺激によるP2受容体を介した細胞外からのCa2+ 流入によっ
て細胞内 Ca2+ 濃度が上昇し、結果 H2S 産生が引き起こされたと考えらえた。ATP による H2S
産生は、H2S 合成酵素の一つである CBS の活性化によって引き起こされたと考えられた。さらに、
CBS のインヒビターである AOAA は、ATP による NO 産生を抑制した。この結果から、外有
毛細胞において ATP、H2S、NO の相互作用が存在する可能性が示唆された。さらに、硫化水素
は聴覚情報伝達機構において神経伝達物質として重要な働きをしている可能性が示唆された。
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Myosin VI 変異マウスの不動毛融合過程に認められる 
有毛細胞頂部の特徴的な表現型

関　　優太、安田　俊平、松岡　邦枝、吉川　欣亮
東京都医学総合研究所　哺乳類遺伝プロジェクト

【目的】Myosin VI の変異は難聴の原因となり、変異アレルをホモでもつ患者は先天性重度難聴
を発症する。また、Myosin VI 変異アレルホモのマウスは、有毛細胞の不動毛が融合し、巨大化
するが、融合の詳細なメカニズムは不明である。本研究では、Myosin VI 変異による不動毛融合
の形態学的特徴を明らかにするため、Myosin VI 変異アレルホモマウスの感覚毛融合時の有毛細
胞頂部の表現型を実施した。【方法】本研究では Myosin VI 変異体の 1 系統である Kumamoto 
shaker/waltzer マウスを解析に用いた。変異体の有毛細胞頂部の形態は、生後 0 日齢から不動
毛成熟までの各ステージから内耳を摘出し、固定および前処理後、走査型および透過型電子顕微
鏡を用いて調査した。また、本研究では有毛細胞頂部の形態マーカーである β-tubulin、Sorting 
nexin 9（SNX9）、Spectrin alpha, non-erythrocytic 1（SPTAN1）および TRIO and F-actin 
binding protein（TRIOBP）を用いた免疫組織染色によっても形態変化を観察した。【結果およ
び考察】電子顕微鏡により不動毛形成初期の生後 0 ～ 1 日齢の表現型を調査した結果、変異アレ
ルホモマウスの不動毛は生後直後において野生型と類似した形態を示したが、一部の細胞におい
て不動毛の集束化が認められた。また、同発生ステージの不動毛には極性異常も認められ、線毛

（kinocilia）の形成位置も多くの細胞において異常を示すことが電子顕微鏡による観察および
β-tubulin による線毛の染色結果から明らかとなり、変異アレルホモマウスの不動毛融合の最初
のプロセスは、線毛および不動毛の極性異常であると推定された。さらに発生の進んだ生後 1 ～
7 日齢の変異アレルホモマウスの不動毛形態を観察した結果、変異アレルホモマウスのほぼすべ
ての有毛細胞の不動毛には融合が認められ、加えて不動毛と細胞体の結合部であるクチクラ板の
明確な隆起が認められた。また、外有毛細胞においては、クチクラ板の陥没および陥没したクチ
クラ板への不動毛の陥入が検出され、不動毛とクチクラ板が線維で繋がれている形態も観察され
た。これらの結果から Myosin VI 変異に起因した不動毛融合は、不動毛間の融合のみによって
生じるのではなく、不動毛とクチクラ板との融合によって重篤化するものと推定された。我々は
その仮説を実証するため、変異アレルホモマウスの有毛細胞をクチクラ板のマーカーである
SNX9 および SPTAN1 で染色した。その結果、両マーカーの局在は不動毛に移行しており、特
に内有毛細胞においては不動毛基底部から約 20 ～ 30% の領域においてもクチクラ板マーカーの
局在が認められた。また、不動毛と区別されたアクチン構造である不動毛根部のマーカーである
TRIOBP の局在を調査した結果、TRIOBP の発現シグナルは不動毛側へ過剰に移行しており、
この異常な発現パターンは有毛細胞の根部の過剰伸長を示唆するものと考えられた。以上の結果
は、Myosin VI 変異による融合が不動毛のみならず、クチクラ板との融合および不動毛根部の形
態異常によって生じることを示唆しており、Myosin VI は有毛細胞頂部の区別されたアクチン構
造の維持に重要な役割をもつことが明らかとなった。
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Hippo 経路構成因子の Lats1 キナーゼ欠損が 
マウス内耳に与える影響の解析

西山　崇経、藤岡　正人、大石　直樹、細谷　　誠、神﨑　　晶、鈴木　成尚、 
野口　　勝、小川　　郁

慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】細胞周期を調整し細胞死や細胞密度を規定している細胞内シグナル伝達経路の破綻
が、異常な細胞増殖を引き起こし癌の発生などに関与していることが分かり、腫瘍医学分野で盛
んに研究されている。その様な細胞周期調節経路の一つに Hippo 経路があり、構成因子の一つ
である Large tumor suppressor 1（以下 Lats1）は細胞内で YAP/TAZ のリン酸化に関わり増
殖抑制的に働いているキナーゼである。今回、Lats1 欠損がマウス内耳の機能・構造に与える影
響について検討した。

【方法】新生および成獣遺伝子改変マウス Lats1–/– と、その同腹対照 Lats1+/+, Lats1+/– の 3
群に対して、聴覚電気生理学的機能と内耳微細構造の解析を行い、Lats1 の欠損が内耳に与える
影響につき比較検討した。聴覚電気生理学的機能として全身麻酔下に 4 ～ 7 週齢のマウスの
ABR（Auditory Brainstem Response）、DPOAE（Distortion Product Otoacoustic Emission）
を 8000、16000、24000、32000Hz の 4 周波数で測定し、微細構造の解析として内耳を摘出し
surface preparation を行った後に、免疫染色 と走査型電子顕微鏡（SEM）による観察を行なった。

【結果】聴覚電気生理学的検査では、ABR と DPOAE 共に Lats1–/– 群は他の群に比較して全周
波数において有意な閾値上昇を認めた。Lats1+/+ と Lats1+/– 群間に有意な閾値差を認めなかっ
た（図 1）。免疫染色において Lats1 は内外有毛細胞に分布していた。Lats1–/– 群では新生マウ
スと成獣共に、内外有毛細胞の配列異常と聴毛の不整や欠損を認め（図 2）、SEM の解析でも
Lats1–/– 群において同様の所見を認めた。Lats1+/+ と Lats1+/– 群では形態的な異常を認めな
かった。

【考察】Lats1–/– 群は、Lats1+/+ 群や Lats1+/– 群と比較して ABR と DPOAE 共に閾値上昇を
認め内耳性難聴を呈していた。免疫染色や SEM の所見では、内外有毛細胞の配列異常や聴毛の
不整・欠損を認めており、聴覚検査の結果と矛盾のない内耳有毛細胞障害を認めた。このことか
ら、Hippo 経路において増殖抑制に不可欠な Lats1 キナーゼは、有毛細胞や聴毛の発生段階にお
いて重要な役割を担っている可能性が示唆された。今回認められた細胞配列異常や Planar Cell 
Polarity の異常については、胎児マウスを用いて検討予定である。

【考察】遺伝子改変マウスを供与していただいた当大学先端医科学研究所佐谷秀行教授、マウス
の育成と管理を行っていただいた三井綾乃技師に厚く御礼申し上げます。

本研究は JSPS 科研費 JP16K20274 の助成を受けたものです。
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Gata3 陽性タイプ II ラセン神経節細胞は 
タイプ IIA とタイプ IIB に分類される

西村　幸司 1,3、野田　哲平 2、山本　亮介 1、伊藤　壽一 3、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 浜の町病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
3 滋賀県立総合病院研究所　聴覚研究部門

【はじめに】
哺乳類のラセン神経節細胞はタイプ I とタイプ II に分類される。タイプ I ラセン神経節細胞は

単一の内有毛細胞にシナプス結合する有髄、双極性の聴覚一次求心性神経であり、全ラセン神経
節細胞の約 95％を占める。タイプ II ラセン神経節細胞は複数の外有毛細胞にシナプス結合する
無髄、偽単極性の求心性神経で、強大音に対する侵害受容器としての役割が推定されており、全
ラセン神経節細胞の約 5％を占める。タイプ I ラセン神経節細胞に関しては、蝸牛頂回転と基底
回転でチャネルの発現パターンが異なることや、閾値付近の音圧で発火する特性をもつ神経、あ
るいは閾値上の音圧で発火する特性をもつ神経などに分類され、均一な細胞集団ではないことが
知られている。タイプ II ラセン神経節細胞に関しては、未だ知見に乏しい。今回われわれは、
成体マウスおよびモルモットにおいて、タイプ II ラセン神経節細胞の細分類を試みたので報告
する。

【材料と方法】
蝸牛凍結切片の免疫組織化学。生後 14 日および 35 日 ICR マウス、およびウアバイン内耳局

所投与によりタイプ I ラセン神経節細胞をアブレーションした 6 週齢ハートレー系モルモットを
使用した。

【結果と考察】
免疫組織化学の結果のまとめを以下の表に示す。Peripherin 陽性タイプ IIA ラセン神経節細

胞と Peripherin 陰性タイプ IIB ラセン神経節細胞が存在し、いずれも Gata3 強陽性 Prox1 陰性
であった。一方でタイプ I ラセン神経節細胞は Gata3 弱陽性 Prox1 強陽性であった。また、タ
イプ II ラセン神経節細胞は Mafb 陽性であり、Gata3-Mafb 転写因子ネットワークが活性化され
ていると考えられた。蝸牛頂回転のラセン神経節細胞は Peripherin 陰性である（Barclay, 2011）
一方で、蝸牛頂回転にもタイプ II ラセン神経節細胞は存在する（Keithley, 1979）。また、
Peripherin KO マウスにおいてもタイプ II ラセン神経節細胞は存在する（Maison et al., 2016）。
以上の報告は Peripherin 陰性タイプ IIB ラセン神経節細胞が存在する、というわれわれの主張
を支持する。Gata3 は内耳発生において蝸牛と前庭の運命決定に関与し（Lawako-Kerali, 2002）
胎生後期および生直後の全てのラセン神経節細胞において Gata3 は強く発現するが、成熟に伴い、
タイプ I ラセン神経節細胞において発現が抑制される。

【結論】
成体マウスおよびモルモットにおいて、ローゼンタール管内の Gata3 陽性細胞はタイプ II ラ

セン神経節細胞であり、さらにタイプ IIA とタイプ IIB に分類される。
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蝸牛器官培養聴神経障害モデルを用いた聴神経の再生

小泉　　優 1,2、伊藤　　吏 1、欠畑　誠治 1

1 山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座、2 公立置賜総合病院

【はじめに】近年、内耳領域において primary neural degeneration という概念が提唱され、聴
神経の障害が注目を集めている。内耳蝸牛内では内・外有毛細胞と、有毛細胞とシナプス形成し
ている聴神経が存在し、中枢に音信号を伝えている。これまでの知見では、様々な要因により最
初に内耳有毛細胞が障害され、これに引き続いて二次的に聴神経が障害（secondary neural 
degeneration）されて感音難聴が生じると考えられていた。この説に対して近年提唱されている
のが、最初に聴神経線維が障害されるという概念（primary neural degeneration）であり、感
音難聴の成因として有毛細胞 - 聴神経間のシナプスが重要であるという考えである。この知見に
基づくと、有毛細胞 - 聴神経間のシナプスに起こった障害を改善することができれば、一部の感
音難聴に対する治療として応用できる可能性が考えられる。ROCK は低分子量 GTP 結合蛋白
Rho の標的蛋白質として同定されたセリン - スレオニン蛋白リン酸化酵素である。ROCK の阻害
薬は、血流改善、神経保護効果、さらに神経線維伸長・シナプス再生作用などの多面的な効果が
報告されている。内耳蝸牛領域での報告は非常に少ないが、ROCK 阻害薬による聴神経線維の
伸長効果についていくつかの重要な知見が示されており、内耳障害における聴神経および有毛細
胞 - 聴神経間のシナプスに関しても有用な効果を発現する可能性が示唆されている。【目的】本
研究では内耳蝸牛の器官培養系を用いて、グルタミン酸アゴニストを用いて作成した蝸牛聴神経
障害モデルに対する ROCK 阻害薬の聴神経障害への効果について検討した。【方法と結果】生後
4-6 日目のマウスより蝸牛組織を摘出し、NK 処理（NMDA 0.5mM + Kainic acid 0.5mM）を 2
時間行い、聴神経および内有毛細胞 - 聴神経間シナプスの障害モデルを作製した。引き続き
ROCK 阻害薬（薬品名 Y-27632）を 10µM の濃度で添加した培養液に交換し 72 時間の培養を行っ
た。培養後、有毛細胞マーカーの Myo7a、聴神経マーカー NF200 などによる免疫組織化学を行
い解析を行った。NK 処理直後の蝸牛では聴神経線維の短縮を認め、有毛細胞へ投射している聴
神経線維数の減少を認めた。培養 72 時間の時点で、NK 処理のみを行った蝸牛障害モデルと比
較して Y-27632 で追加処理した蝸牛組織では、有毛細胞へ投射している聴神経線維数は有意に増
加していた。【考察】本研究から、聴神経および内有毛細胞 - 聴神経間シナプス障害に対する
ROCK 阻害薬の有効性が示唆された。ROCK 阻害薬は緑内障や脳血管攣縮の治療においてすで
に臨床使用されているため臨床応用へのハードルは低く、聴覚障害に対する画期的な治療薬とな
ることが期待できる。引き続き、聴神経の障害および再生過程での Rho - ROCK 経路の発現解
析および in vivo での ROCK 阻害薬の効果についても検討を行っている。
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メトフォルミンの蝸牛有毛細胞保護効果についての検討

吉川　弥生、樫尾　明憲、木下　　淳、山岨　達也
東京大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】メトフォルミンはビグアナイド系の経口糖尿病薬の一つであり、ミトコンドリアで
の糖新生の抑制などからくる血糖降下作用・インスリン抵抗性改善作用を示す 1）。メトフォルミ
ンにはマウスの寿命を 5.8％延ばすなどカロリー制限に類似した抗加齢効果があることがわかっ
てきており 2）、米国では高齢者 3000 人を対象にした大規模偽薬対照試験（TAME 試験）が現在
進行中である 3）。

内耳細胞への作用に関しては、カロリー制限下のマウスでは老人性難聴の進行が抑えられるの
に対し 4）、メトフォルミンのマウスへの全身投与実験ではゲンタマイシン蝸牛障害は軽減されな
かった 5）。今回、我々は局所投与などメトフォルミン治療の新たな可能性を探るため、予備的に
メトフォルミンの蝸牛細胞保護効果をマウスの蝸牛体外培養実験系を使って検証した。

【方法】C57Bl/6J 幼若マウス（P3）の蝸牛感覚上皮を体外培養し観察を行った。予備培養の後、
0-1.2mM のゲンタマイシンおよび 0-12.5mM のメトフォルミンを培養液に添加し、24 時間培養し
て有毛細胞の残存数をファロイジン染色を用いてカウントした。さらに Caspase 染色やアニソ
マイシンによるアポトーシス経路の遮断実験も行った。

【結果】蝸牛有毛細胞は 0.6mM ゲンタマイシン投与により有意に障害されるが、これは培養液へ
のメトフォルミン添加によって軽減され、至適効果濃度は 2.5mM であった。逆に濃度 12.5mM
のメトフォルミンは残存有毛細胞数を減少させた。

【考察】メトフォルミンは in vitro の蝸牛培養系で有意な細胞保護効果を示した。ただしヒトに
メトフォルミンを経口投与した時の血漿中濃度は 10-20µM 程度と蝸牛細胞保護至適濃度に比べ
大幅に低いため 6）、今後は臨床応用に向けてゼラチンハイドロゲルを使った蝸牛窓への投与など
局所投与や長期持続投与の方策を検討していくことが必要と思われる。

【謝辞】本実検を担当された中国第四軍医大学 Dr. Ying Lin とフィリピン大学の Dr. Alexander 
Edward Sy Dy に深謝いたします。

【文献】
 1）Madiraju AK, et al., 2014.
 2）Martin-Montalvo A, et al., 2013.
 3）Barzilai NR, 2017.
 4）Someya S, et al., 2007.
 5）Oishi N, et al., 2014.
 6）Kajbaf F, et al., 2016.
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急性音響性難聴マウス蝸牛におけるケモカイン遺伝子群の発現

前田　幸英 1、假谷　　伸 1、大道亮太郎 2、菅谷　明子 1、西崎　和則 1

1 岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学、 
2Molecular Otolaryngology and Renal Research Laboratories, The University of Iowa

はじめに
我々は、これまでに、急性音響性難聴を呈したマウスの蝸牛において、次世代シークエンサー、

DNA マイクロアレイによる全遺伝子発現の解析を行い、難聴発症 12 時間後には蝸牛局所にお
いて、“chemokine signaling activity”、“cytokine-cytokine receptor interaction”、“cell adhesion 
molecules in the immune system” といった、炎症・免疫に関係する遺伝子パスウェイが変動す
ることを明らかにした。さらに当研究ではこれらの遺伝子パスウェイに属する遺伝子の発現を、
RT-PCR アレイで検討した。
方法

6 週齢雌 C57BL/6 マウスを 120dB オクターブバンドノイズに 2 時間暴露し、発症 12-24 時間
後の一過性聴力閾値上昇と、14 日後の永続的閾値上昇を聴性脳幹反応で確認した。騒音暴露 12
時間後の蝸牛組織において、chemokines, cytokines, interleukins 等 84 種類の炎症・免疫関連遺
伝子の発現を RT-PCR アレイで検討した。難聴発症時の蝸牛組織におけるこれらの遺伝子発現
の変動を、コントロールと比較することにより検討した。また、84 種類のグルココルチコイド
シグナリング関連遺伝子の発現を RT-PCR アレイで検討した。この検討ではグルココルチコイ
ドレセプターの下流の転写因子や、グルココルチコイドにより発現誘導される遺伝子等を検討し
た。さらに、難聴発症直後にデキサメタゾン（10mg/kg）を腹腔内投与したマウスと生理食塩
水を投与したマウスで、内耳免疫関連遺伝子 Ccl12 と Glycam1 の発現をリアルタイム RT-PCR
で検討した。
結果

難聴発症 12 時間後に、炎症・免疫関連遺伝子のうち 31.0%（84 遺伝子中 26 遺伝子）ではコン
トロールに比べて、2 倍以上または 1/2 以下への有意な（n=3, P＜0.05）発現変動をみとめた。
そのうち 16 種類はケモカインをコードする遺伝子群であった。次世代シークエンサー、DNA
マイクロアレイ、RT-PCR アレイの 3 者で一致して発現変動をみとめた遺伝子としては、Ccl12, 
Ccl2, Ccl4, Ccl7, Cxcl1, Cxcl10, Ptgs2（upregulated genes）、Ccr7, Cxcr2, Kng1, Ltb,Tnfsf14

（downregulated genes）があげられる。一方グルココルチコイドシグナリング関連遺伝子では
92.9%（84 遺伝子中 78 遺伝子）の発現は不変で、変動していなかった。Ccl12、Glycam1 につ
いては、難聴発症により発現が有意に増加し（Ccl12：3.29±0.24 倍 , Glycam1：2.30±0.09, n=6, 
P＜0.01）、デキサメタゾン投与により減少していた。（0.60±0.05, 0.14±0.02、n=6, P＜0.01）。
考察

蝸牛内で、これらの炎症・免疫反応が引き起こされる部位としては、蝸牛外側壁（らせん靭帯）
があげられる。我々は過去の検討で、免疫染色で、炎症性サイトカインである Macrophage 
Migraton Inhibitory Factor（Mif）が、らせん靭帯や、らせん板縁に局在すると示した。また、
Glycam 1 がコードする蛋白質も、らせん靭帯等に局在すると報告されている。一方近年、急性
音響性難聴発症時の蝸牛内で、感覚上皮においても免疫反応が惹起されると報告されている。

以上より、騒音暴露による難聴発症早期（12 時間後）には、らせん靭帯等を中心に、多数の
ケモカインの発現が変動する。遺伝子発現に着目したところでは、この際内因性のグルココルチ
コイドシグナリングには変化を認めないが、グルココルチコイドをマウスに投与することにより、
内耳免疫関連遺伝子の発現が抑制された。今回検討した以外にも、我々は音響障害に起因する難
聴発症時の蝸牛で、炎症・免疫応答に関係する遺伝子の変動を多数みとめており、これらの遺伝
子の発現をさらに解析する方針である。
参考文献
Maeda Y, Omichi R, Sugaya A, Kariya S, Nishizaki K: Cochlear Transcriptome Following 

Acoustic Trauma and Dexamethasone Administration Identified by a Combination of RNA-
seq and DNA Microarray. Otol Neurotol 38: 1032–42, 2017.
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衝撃波管実験装置および Laser-induced shock wave: LISW を用いた 
内耳爆傷モデルの病態解析

原田　栄子、水足　邦雄、丹羽　克樹、塩谷　彰浩
防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座

1．背景　近年、テロリズムや紛争の多発に伴い爆傷患者は増加している。爆傷では伝音難聴、
感音難聴いずれも生じるが、治療法の確立されていない感音難聴等の内耳障害は後遺症として重
要である。爆傷では空気圧の伝播により生じる衝撃波が内耳障害に最も関与する。我々は爆傷に
よる衝撃波を忠実に再現できる衝撃波発生装置として Laser-induced shock wave（LISW）およ
び衝撃波管を使用し、爆傷の内耳障害について報告してきた。今回は衝撃波管および LISW モ
デルについて有毛細胞の形態評価および求心性神経終末の定量評価を行い、比較検討を行った。
2．方法　衝撃波管はポリエステル製の隔膜で仕切られた高圧部と低圧部からなる SUS 管である。
高圧部に窒素ガスを導入し、隔膜を破断すると衝撃波が低圧部管端方向に伝播し、管外に設置し
たマウスに衝撃波が照射される。今回衝撃波のピーク圧は 25kPa に設定した。衝撃波管モデル
ではCBA/J、オス、16-20gのマウス正面より衝撃波の照射を行った。照射直後に細径内視鏡（AVS）
を用いて鼓膜を観察し、照射後 1 日、3 日、7 日、14 日後に聴性脳幹誘発反応（ABR）および歪
音耳音響反射（DPOAE）を行い聴覚機能の評価を行った。14 日後に蝸牛を摘出し Myosin 
VIIA, CtBP2, GluR2 の免疫染色にてコルチ器の形態を評価した。LISW は当科にて以前報告し
た 532-nm Q-switched Nd: YAG laser にて発生する衝撃波であり、今回はレーザー出力を 2.25 
J/cm2 に設定した。LISW モデルでは Sprague-Dawley 系、オス、150-200g ラットの耳後部から
LISW 照射を行った。照射後 1 日、7 日、28 日後に ABR、DPOAE を行った。28 日後に蝸牛を
摘出し Myosin VIIA, CtBP2 の免疫染色および走査型電子顕微鏡にてコルチ器の形態を評価し
た。3．結果　衝撃波管モデルでは全例で鼓膜穿孔は認めなかった。衝撃波照射直後より全周波
数で 10-30dB の ABR 閾値上昇を認め、I 波においても衝撃波照射直後から振幅の縮小がみられ、
いずれも 14 日まで残存した。DPOAE は衝撃波照射直後より 11.33kHz 以上の音域で閾値上昇を
認め、14 日まで残存した。組織学的には内外有毛細胞数は衝撃波照射前後で変わらず、synaptic 
ribbon は基底回転から頂回転において減少を認めた。また、求心系神経終末の postsynaptic 
marker（GluA2）減少による orphan synapse 変性が高音域を優位に認められた。LISW モデル
でも照射直後より 10-30dB の ABR 閾値上昇を認め、I 波においても LISW 照射直後から振幅の
縮小がみられ、いずれも 28 日まで残存した。DPOAE は有意な閾値上昇を認めなかった。組織
学的には内外有毛細胞数は LISW 照射前後で変わらず、synaptic ribbon は全周波数において減
少を認めた。電子顕微鏡にて外有毛細胞を観察し、基底回転から中回転にかけて聴毛障害が認め
られた。爆傷患者における感音難聴の多くは軽症であり、我々の内耳爆傷モデルは実際の爆傷患
者の多くの病態を再現していると考えられる。我々の内耳爆傷モデルは衝撃波管、LISW いずれ
も有毛細胞の減少を認めず、爆傷の感音難聴の原因として求心性神経終末の機能低下および聴毛
の障害が寄与していることが示唆された。内耳爆傷モデルである衝撃波管および LISW モデル
は照射後同程度の ABR 閾値上昇を示すが、それぞれ衝撃波の性質および伝導経路が異なる。衝
撃波管は圧変化によって生じた衝撃波が鼓膜経由で、LISW は laser で生じた衝撃波が耳後部か
ら骨導経由で照射される。また LISW では衝撃波管に対してより強力な衝撃波が短時間で照射
される傾向にあり、この差異が衝撃波管および LISW における DPOAE の閾値、synaptic 
ribbon の減少率の差に反映されていると考えられた。
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活性酸素種過剰発現モデルマウスにおける聴覚障害と内耳保護因子

森岡　繁文 1,2,3、上山　健彦 2、山口　太郎 4、二之湯　弦 2,3、毛利　宏明 2,3、坂口　博史 3

1 京都市立病院　耳鼻咽喉科、2 神戸大学　バイオシグナル総合研究センター　分子薬理学分野、
3 京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、4 摂南大学　薬学部　薬理学研究室

【背景】
ROS は老人性難聴、薬剤性難聴、騒音性難聴など様々な難聴に関与する。これまで、種々の

難聴モデルにおいて酸化ストレスマーカー（4-HNE, MDA, iNOS）が増加し、抗酸化剤によって
聴力が保護されることが報告されている。しかし、ROS による直接的な聴覚障害に関する研究
は限られている。我々は以前から活性酸素過剰発現モデルマウスを用いて活性酸素が内耳に及ぼ
す影響について検討してきた。今回は同モデルマウスの聴覚障害ならびに活性酸素過剰状態にお
いて防御因子となりうる分子について定量的評価を行ったので報告する。

【目的・方法】
モデル作製にあたり、7 種存在する活性酸素産生酵素である NADPH oxidase（Nox）の中で、

唯一恒常的にROSを産生するNox4に着目した。Nox4を全身性に過剰発現するトランスジェニッ
クマウス（Nox4-TG マウス）を作製し、ROS 過剰発現モデルとして内耳に及ぼす影響を検討した。
まず ABR を用いて Nox4-TG マウスの正常飼育条件下での聴力を、次いで音響負荷実験による
聴覚障害の程度を聴覚と組織の点から評価した。更に、ROS に対する聴覚保護因子を in vitro、
in vivo の双方で検討した。

【結果】
Nox4-TG マウスは、聴覚以外に明らかなフェノタイプを示さず、繁殖可能であった。正常飼

育条件下では、Nox4-TG マウスの聴覚は、野生型との間に差を認めなかった。そこで、110dB
の音圧で 1 時間の音響暴露を行ったところ、直後には野生型・Nox4-TG マウス共に聴力が悪化し、
経時的に回復したが、回復程度は野生型に比し Nox4-TG マウスで有意に不良であった。また、
音響暴露後の Nox4-TG マウスの外有毛細胞脱落は、野生型に比べて有意に増加した。更に、音
響暴露後の Nox4-TG マウスの聴力回復は、抗酸化剤投与により有意に改善した。次に、Nox4-
TG マウスでは ROS に対して防御的に働く因子が増加しているとの仮説を立て、質量分析法な
どを用いて、細胞保護作用を有し、コラーゲン特異的分子シャペロンとして報告されている
Heat shock protein 47（Hsp47）を同定した。培養細胞を用いた in vitro で、活性酸素刺激で
Hsp47 の発現が有意に増加することを確認した。更に、野生型に比べ Nox4-TG マウスの蝸牛で
は Hsp47 の発現が有意に増加することを確認した。

【結論】
Nox4-TG マウスは正常飼育条件下での慢性的 ROS 増加のみでは聴覚障害が生じないが、音響

暴露など急性ストレス負荷の追加により内耳の脆弱性は亢進することが判明した。また、今回新
規に内耳で見出された Hsp47 は ROS に対する防御因子として働く可能性が示唆された。今回樹
立した Nox4-TG マウスは、内耳脆弱性に関与する因子を探る上で有用なモデルになると考えら
れる。
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末梢性顔面神経麻痺に対するステロイド鼓室内投与法の開発

金丸　眞一 1,2、金井　理絵 1、坂本　達則 1、吉田　季来 1、北田　有史 1、 
竹内万理恵 1、田村　　薫 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・頭頸部外科喉科、 
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

末梢性顔面神経麻痺の大部分を占めるベル麻痺、ハント症候群は、顔面神経膝神経節に潜在感
染していたウイルスが再活性化され、ウイルス性炎症に起因する顔面神経の浮腫が原因で発症す
ると考えられている。現行治療としてはステロイドの全身投与が最も有効とされているが、糖尿
病、肝炎、消化性潰瘍、精神疾患などを重篤化させる副作用や後遺症などが大きな問題である。
われわれは、ベル麻痺、ハント症候群の予後不良群において、ステロイドホルモン剤の鼓室内投
与法の開発とその有効性を検討した。

顔面神経の迷路部～乳突部は、骨壁に包まれているが、55 ～ 74% の割合で一部骨壁が欠損し
ており、とくにそれが鼓室部に多いことが報告されている。また、ウイルス再活性化の場となる
膝神経節は上鼓室の蜂巣骨の直下に走行しており、硬く厚い骨に包まれている状態ではない。こ
のことから、鼓室内にステロイドを投与し、膝神経節や迷路部、鼓室部が走行する方向に薬液が
流れる体位をとることによって、骨の隙間や骨欠損部を介してステロイドが顔面神経に浸透して
いく可能性がある。

上記の考えに基づき、Cadaver を用いた実験を行い、経鼓膜的色素注入後の頭位変換による
迷路部を含めた膝神経節周囲、水平部、垂直部での色素の顔面神経への浸潤を検討した。この結
果に基づき頭位変換を含めた臨床試験を行い、本治療法の有効性を検討した。

臨床試験は、ベル麻痺、ハント症候群の患者で、ステロイド全身投与終了後に予後不良（ENoG
＜10％・H-B　GraadeVI ） と判断した患者を対象に、22G 針による計 7 回（1 回 / 日）経鼓膜的
デキサメサゾン 0.3 ～ 0.5ml の鼓室内投与を施行した。有効性の評価として、鼓室内投与終了時
点から 1 週間以内、1 か月、3 か月、半年、1 年で ENoG（誘発筋電図）と顔面神経スコアの測定、
有害事象の有無によって行った。本セッションでは、上記新治療について報告する。
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ベル麻痺とハント症候群に対する鼓室内ステロイド治療の効果

稲垣　　彰 1、南方　寿哉 1、関谷　真二 1、勝見さち代 1、森部　一穂 2、 
三矢　昭治 3、村上　信五 1

1 名古屋市立大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 一宮市立市民病院、
3 安城更生病院

［緒言］中耳鼓室内へのステロイド投与療法は、慢性・急性中耳炎に対する治療として本邦の診
療報酬に収録されている治療法である。また、突発性難聴に対する治療として国内外で広く利用
され、近年はメタアナリシスでもその有効性が報告されている治療法である。一方で、顔面神経
管には 70% 程度の確率で組織学的な列隙が、10％程度の確率で肉眼的な骨欠損が生じていると
される。鼓室内へ投与されたステロイドはこれらの顔面神経管の骨欠損部から顔面神経管内に浸
潤し、神経外膜に存在する血管系、あるいは単純拡散により顔面神経に対して、局所的な作用が
期待できる可能性がある。鼓室内投与による治療効果を検討するため、今回我々は、顔面神経麻
痺に対して、通常の経口プレドニゾロンによるステロイド治療、バラシクロビルによる抗ウイル
ス薬治療による標準的治療に加えて、鼓室内デキサメサゾン投与を行った。［方法］期間は平成
26 年 3 月から平成 27 年 12 月までで、対象はベル麻痺が 41 例、ハント症候群であり、ベル麻痺
のうち 6 例が除外され、35 例を解析対象とした。日本顔面神経研究会編、顔面神経麻痺診療の
手引きに記載されたプレドニゾロン内服療法を併用した。コントロール群として、当院に本治療
が開始される平成 19 年 1 月から平成 26 年 2 月までに名古屋市立大学病院を受診したベル麻痺
596 例、ハント症候群 106 例を対象とし、そのうち、儒分な、診療の手引きに記載されたプレド
ニゾロン内服療法以上のステロイド投与が行われた症例、ベル麻痺 94 例、ハント症候群 30 例を
対象とした。［結果］鼓室内ステロイド投与による予後改善効果が認められた。Backward 
stepwise elimination により、年齢、性別、発症後の日数、最悪時スコアにて調整した調整オッ
ズ比は、ベル麻痺で 5.45, 95% CI: 1.18 ～ 25.17, P=0.030、ハント症候群では 14.9, 1.36 ～ 161.97, 
P=0.027 であった。［考察］鼓室内ステロイド治療には予後改善効果が認められた。その機序は、
ヘルニア形成部位からの浸透、鼓索神経からの逆行性侵入、骨壁を介した静脈叢などを介した経
路が考えられた。
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病的共同運動発症時の顔面神経麻痺の程度と ENoG 値の関係

東　　貴弘、高橋　美香、中村　克彦、武田　憲昭
徳島大学　医学部　耳鼻咽喉科

末梢性顔面神経麻痺は比較的予後良好な疾患であるが、適切な初期治療を受けたにもかかわら
ず高度な神経障害をきたすと後遺症を発症し、苦しむ患者が存在する。末梢性顔面神経麻痺後遺
症には、病的共同運動や顔面拘縮があるが、病的共同運動が最も頻度が高く不快と言われている。
顔面神経障害の程度の評価には Electroneurography（ENoG）がよく用いられる。我々は、
ENoG 値で病的共同運動の発症を予測することができることを報告した。一方、病的共同運動の
発症時期は ENoG 値に関わらず、顔面神経麻痺発症後 3 から 5 か月頃であった。病的共同運動
は顔面神経麻痺が回復してから発症する症例と、麻痺の回復途中に発症する症例にわけられる。
しかし、病的共同運動が発症した時の麻痺の程度と ENoG 値の関係について報告はない。そこで、
本研究では病的共同運動発症時の顔面神経麻痺の程度を ENoG 値で予測できるかどうかを検討
することを目的とした。対象は末梢性顔面神経麻痺患者 32 例、男性 14 例、女性 18 例、ベル麻
痺 19 例、ハント症候群 13 例である。初期治療終了後、2 週毎に通院し病的共同運動の発症時期
と顔面麻痺の程度を調査した。病的共同運動の発症は表情筋の随意運動に伴う病的な不随意運動
を視認した時とし、顔面神経麻痺の程度は 40 点法を用いて 36 点以上を回復、36 点未満を非回
復とした。ENoG は顔面神経麻痺発症後 10 から 14 日に施行した。最初に、ENoG 値と病的共同
運動発症時の顔面神経麻痺の程度の関係を検討すると、正の相関を認めた。（相関係数 : 0.5、P
＜0.01）この結果は神経障害が高度であればあるほど、病的共同運動発症時により高度な顔面麻
痺が残存していることを意味する。つまり、ENoG 値によって病的共同運動発症時の顔面神経麻
痺の程度を予測できることが示唆された。次に、ENoG 値を独立変数として病的共同運動発症時
の顔面神経麻痺の回復を予測するカットオフ値を求めるために ROC 曲線を作成した。AUC は
0.87 でカットオフ値は 13.1% であった。このカットオフ値の ENoG 値 13.1% を用いて、病的共
同運動発症時の顔面神経麻痺の回復を予測すると感度 91.7%、特異度 80％であった。この結果は
ENoG 値 13.1% 以上の患者は病的共同運動発症時に高い確率で顔面神経麻痺が回復していること
を示す。つまり顔面麻痺が回復した後で病的共同運動が発症することを意味する。我々は以前、
ENoG 値が 46.5% 未満の顔面神経麻痺患者は病的共同運動の発症リスクが高いため病的共同運動
の発症直後から病的共同運動の予防法を開始するべきであると報告している。つまり、ENoG 値
13.1% 以上、46.5% 未満の患者は病的共同運動の発症直後より病的共同運動の予防法を開始する
べきである。一方、ENoG 値 13.1% 未満の患者は病的共同運動が発症した時に、顔面神経麻痺が
残存しているため予防法の開始時期を見逃す可能性がある。そこで、ENoG 値 13.1% 未満の患者
は、病的共同運動が発症する前の、表情筋の動きがわずかに回復してきた時点から病的共同運動
の予防法を開始するべきであると考えられる。
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側頭骨内顔面神経断裂に対する神経移植術の効果

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

【はじめに】側頭骨外傷により顔面神経麻痺をきたした場合、顔面神経減荷術を行なうのが一般
的である。外傷による顔面神経の断裂を来した報告は側頭骨外では散見されるが、側頭骨内での
断裂の報告は稀である。今回、頭部外傷により側頭骨内での顔面神経断裂をきたし、神経移植を
行なった症例を経験したので報告する。

【症例】36 歳男性。交通事故にて頭部打撲し、外傷性くも膜下出血のため当院脳神経外科に経過
観察目的に入院した。頭部 CT では左側頭骨に骨折があり、受傷 2 日後より左顔面神経麻痺を発
症した。受傷 4 日後の ENoG では患側 0% であり、受傷 10 日後に経乳突アプローチでの顔面神
経減荷を目的に手術を行なった。

【手術】posterior tympanotomy にて後部鼓室を開放したところ、耳小骨離断や外側半規管の損
傷は認めなかった。キヌタ骨を摘出して顔面神経を開放したところ、骨折線が走行する顔面神経
水平部が断裂していた。断裂部の中枢側、末梢側を切断し、左頸部より採取した大耳介神経を間
置移植した。末梢側は 9 － 0 ナイロンで 2 針縫合し、中枢側はフィブリン糊で接着させ、キヌタ
骨を戻した。

【術後経過】手術 6 か月後の顔面神経麻痺スコア（柳原法）は 14/40 点まで改善し、ENoG は 6％、
22％となった。また、患側気導聴力は術前 35.0dB から術後 22dB に改善した。

【考察】側頭骨内での顔面神経再建の報告は、顔面神経鞘腫などの腫瘍性病変により顔面神経を
切断したものがほとんどである。直接切断端部同士を直接吻合するのが理想であるが、実際は長
さが足りない為、大耳介神経などによる神経移植術を行なうことが多い。その術後成績は、手術
6 ～ 8 か月で表情運動を認め、1 年でプラトーとなり、House-Brackman 法で Grade3、4 程度ま
で回復するとされている。一方、今回の様に、外傷による側頭骨内顔面神経断裂を来して神経再
建を行なった報告は稀である。その中で、側頭骨骨折受傷 5 日後に経乳突法で神経移植した報告
では Grade3 まで、受傷 3 か月後に経中頭蓋窩・経乳突混合法にて神経移植した報告症例でも
Grade 4 まで改善しており、神経移植術は有効な方法であるといえる。また、神経断端同士を縫
合せずに、フィブリン糊で接着させる方法は簡便で、良好な術後成績が得られるとされている。
今回の症例では、術後半年の時点で顔面神経麻痺が回復傾向にあり、十分な手術効果が得られて
いると思われた。
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中耳手術野における顔面神経の走行について 
―側頭骨マルチスライス CT を用いた解析

尾﨑　昭子、萩森　伸一、綾仁　悠介、谷内　政崇、稲中　優子、乾　　崇樹、 
櫟原　崇宏、河田　　了

大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
鼓室形成術における後鼓室開放や外耳道後壁削除は基本的な手技であるが、顔面神経を傷害する危険

がある。顔面神経損傷を起こさぬよう手技上のコツが提唱されている。例えば、（1）顔面神経鼓室部を
先に同定し、その走行を参考に同じレベル（深さ）まで後鼓室開放や後壁削除を行う、（2）顔面神経第
二膝部は外側半規管隆起よりも内側に存在するので、外側半規管隆起のレベルまでの骨削開は安全であ
る、（3）術中に神経刺激器を用いる、などである。しかし走行には個人差があり、個々の症例毎に術前
十分に走行評価が必要である。今回我々は、側頭骨マルチスライス CT 画像を基に、側頭骨内顔面神経
の走行路について検討した。

【対象と方法】
対象：当科で中耳手術を行い、術前に側頭骨マルチスライス CT を施行した患者 351 例、364 耳を対象
とした。平均年齢は 53.9±18.5 歳（11 歳～ 85 歳）、疾患内訳は中耳非炎症耳（顔面神経麻痺、耳硬化症、
外傷、外耳道真珠腫、聴神経腫瘍など）83 耳（23%）、中耳炎症耳（慢性中耳炎、中耳真珠腫、癒着性
中耳炎など）281 耳（77%）である。
方法：術中に「顔面神経鼓室部の走行を参考に、後鼓室開放あるいは外耳道後壁削除を行う」ことを想
定し、顔面神経鼓室部と乳突部の関係について検討した。CT 軸位断画像で顔面神経鼓室部を同定後、
鼓室部の走行に合わせて直線を描き、（鼓室部ライン）、次に鼓室部ラインを画面上で残した状態で軸位
上で尾側へ移動したスライス画像を観察しながら、顔面神経乳突部を同定し、鼓室部ラインより一部で
も乳突部が外側を走行したものを外側走行、ほぼライン上であったものを鼓室部ライン上走行、内側を
走行したものを内側走行とした。外側走行群では顔面神経が最も外側を走行した部位について鼓室部を
基準に計測した。
検討項目：全症例における顔面神経鼓室部と乳突部の位置関係について検討した。次いで疾患によって
中耳非炎症耳と中耳炎症耳に分け、顔面神経走行の内訳を明らかにし、さらに手術の際に問題となる外
側走行とそれ以外の走行（鼓室部ライン上走行＋内側走行）の 2 群に分け、中耳炎症の有無による差異
を比較した。また外側走行群では乳突部最大外側部位の鼓室部ラインを基準にした外側への最大振れ幅
と尾側への距離との関係を検討した。

【結果】　
（1）顔面神経鼓室部に対する乳突部の走行

364 耳中外側走行 55 耳（15%）、鼓室部ライン上走行 109 耳（30%）、内側走行 200 耳（55%）であった。
（2）中耳非炎症耳と中耳炎症耳別の顔面神経鼓室部に対する乳突部の走行

中耳非炎症 83 耳中、外側走行 6 耳（7%）、鼓室部ライン上走行 20 耳（24%）、内側走行 57 耳（69%）
であった。他方、中耳炎症 281 耳中、外側走行は 49 耳（17%）、鼓室部ライン上走行 89 耳（32%）、内
側走行 143 耳（51%）であり、中耳炎症耳が中耳非炎症耳に比べ外側走行が多かった（P=0.02）。

（3）鼓室部ラインに対する乳突部最大外側部位は、鼓室部から尾側へ 1.7mm（0.3 ～ 4.0mm）、外側へ
は 1.7mm（0.5 ～ 3.5mm）であった。この両者には弱い正の相関がみられた（r=0.3, P=0.03）。

【考察】
今回の検討では、当科で耳科手術を行った患者の 15％に、CT 上顔面神経乳突部が一部であれ鼓室部

よりも外側に存在した。これは術中に後鼓室開放や外耳道後壁削除を鼓室部を参考に同じ深さまで行う
と、約 7 分の 1 の例で顔面神経乳突部を露出・損傷することを示唆する。また中耳非炎症耳で外側走行
は 7％であったのに対し、中耳炎症耳では 17% と、中耳非炎症耳に比べ高頻度であった。中耳炎症耳は
幼小期における反復・遷延した中耳炎の影響で、乳突蜂巣発育がしばしば不良である。蜂巣発育の抑制
と顔面神経乳突部の走行の関係についてはさらに検討する余地があるが、少なくとも中耳炎症耳では、
顔面神経鼓室部と乳突部との関係をより詳細に評価したうえで手術に臨むべきである。中耳手術損傷性
顔面神経麻痺の頻度について本邦では 0.1% ～ 0.8% の報告がある。稀な合併症ではあるが、一旦生ずる
と患者・術者共に心理的負担は決して小さくはない。側頭骨マルチスライス CT による顔面神経走行路
の術前評価は、中耳手術の安全確保のために有用であると考える。
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めまい専門施設、データベース化による臨床研究の意義

高橋　正紘
横浜中央クリニック、めまいメニエール病センター

【目的】専門施設を開設し、全例を詳細なデータベース化し、12 年が経過した。この間、多数の
学会・研究会で新知見を報告し、成果の臨床への還元に努めてきた。専門施設のデータベース化
で得られた成果と意義を報告する。【対象と方法】2006 年 5 月～ 2018 年 4 月の 12 年間に、新患
10,607 名が受診した。詳細な項目のデータベースを作成し、集計、分析し、多数の新知見を学会、
研究会で報告してきた。今回は次の3点に絞り、臨床研究の意義を報告する。1）メニエール病1,376
名の集計から判明した、病気の性質と新治療の効果、2）他疾患を合併しない 8,178 名の症状、
共通ライフスタイルから生まれた、新しい疾患概念「浮遊耳石症」の提唱、3）下船病 45 名から
判明した知見。【結果】1）メニエール病確実例 1,376 名の多くが、長期間、投薬、その他の治療（中
耳加圧、飲水、内リンパ嚢開放）を受け、無効なため受診している。本疾患は内耳固有疾患でな
く、情動中枢の報酬不足による自傷反応で、恒常性低下でおこる、という仮説が生まれた。連日
の有酸素運動実践で、めまいが早期に消失し、難聴も改善することが証左となる。2）日々（日内）
変動する耳鳴、聞き辛さ、耳閉塞が、めまい随伴の有無にかかわらず、浮遊耳石由来と判明した。
浮遊耳石の沈殿予防と拡散の促進で、BPPV と同様に、早期に軽快・治癒するからである。
BPPV の診断基準の改正が必要で、「浮遊耳石症」を提唱している。3）下船病は稀な疾患で、疑
いを含め 45 名が受診した。常時、揺らぎ、QOL の著しい低下、重心動揺記録で大きな動揺面積
を示し、若年女性に多く、落下・転倒・打撲歴が高率に上る。11 年間観察している例は、典型
的な下船病であるが、一時期 blood patch が奏功し、脳脊髄液減少症の性格ももつ。乗り物がきっ
かけの発症は全体の 53% に過ぎなかった。上体をゆする現象は不随意運動でなく、脳内の揺ら
ぎに合せ揺すると、楽なための現象と判明した。予後はさまざまで、症候群の可能性が示唆され
る。【考察】めまい専門施設の標榜は少なくないが、全例をデータベース化し、定期的に知見を
報告する施設は少ない。データベース化し、定期的な多数患者の集計分析は、次の長所、意義が
ある。1）専門に特化し、短期間に多数患者が受診し、医師の診断精度が高まる。2）少数例で不
明な性質が、長期観察と多数の集計で鮮明になる（メニエール病難聴の罹病期間対数に比例した
進行、有酸素運動の有効性；下船病の多様な症状の共通性など）。3）同一生活習慣から、異なる
症状の病因が同一と判明した（浮遊耳石は多様なめまい、多様な耳症状を、前後してあるいは単
独にも発症）。4）多数例に画一的な治療（大多数が生活指導）を実施するので、治療効果の有無、
良否がすぐに判明する。
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Wideband Tympanometry による著明前庭内リンパ水腫症例の評価

小林　万純、下野真理子、杉本　賢文、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・感覚器外科学講座　耳鼻咽喉科

【背景】
名古屋大学では造影剤静注 4 時間後の 3 テスラ中内耳 MRI によって内リンパ水腫の評価を行っ

てきた。前庭・蝸牛の内リンパ水腫の程度は 3 段階で grade 分類を行い、前庭については内外
リンパ腔に対して内リンパ腔の面積が 1/2 以上の症例を著明水腫と分類している。

Wideband Tympanometry（WBT）は、226Hz（または 1000Hz）の単一周波数で測定する従
来の Tympanometry と比較して、226Hz から 8000Hz の広帯域クリック音を使用して peak 
pressure を測定する検査である。WBT は、外耳から発生する音響エネルギーと鼓膜において反
射される音響エネルギーを測定し、中耳への音響エネルギーの吸収率（absorbance）を測定する。
疾患の病態が absorbance に影響を与えるため、本邦では滲出性中耳炎をはじめ主に中耳機能検
査法として研究されているが、内リンパ水腫に対して WBT を施行したまとまった報告は未だな
い。今回我々は前庭内リンパ水腫が音響エネルギーの absorbance に及ぼす影響を探るため、
MRI で内リンパ水腫評価を行った症例について WBT との関連を検討した。

【症例と方法】
めまい・難聴を主訴にして当院を受診し外耳・中耳に異常所見のない症例のうち、MRI にて

著明な前庭内リンパ水腫を認めた 16 症例において、グリセオール点滴前後における自覚症状、
標準純音聴力検査および WBT における absorbance の変化を評価した。

【結果】
症例の内訳は、メニエール病（確実例）8 例、メニエール病（疑い例）2 例、特発性両側性感

音難聴（2 例）、遅発性内リンパ水腫（2 例）、前庭水管拡大症（2 例）であり、名古屋大学スケー
ルにおいて著明内リンパ水腫は 19 耳（うち卵円窓接触耳 10 耳、卵円窓非接触耳 9 耳）、軽度内
リンパ水腫 3 耳、内リンパ水腫なし 10 耳であった。前庭著明内リンパ水腫群は非前庭著明水腫
群と比較して、低中音域における absorbance の逸脱がより大きかった。グリセオールの点滴前
後に標準純音聴力検査では聴力変化のない症例においても、WBT における absorbance の改善
が観察された。

【考察】
内リンパ水腫のため腫大した球形嚢が音響伝導に影響を与えるが、グリセオールの投与により

水腫が改善した結果が WBT における absorbance に反映される可能性がある。内リンパ水腫症
例において WBT は内リンパ水腫の変化をより鋭敏に捉えうる可能性が示唆された。今後症例を
増やし、内リンパ水腫の変動を測定できる新たな検査法として WBT を検討していく予定である。
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メニエール病における高位静脈球、後迷路蜂巣の発育と 
内リンパ水腫との関係

今井　貴夫、大矢　良平、太田　有美、大崎　康宏、佐藤　　崇、猪原　秀典
大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

目的：メニエール病の病態は内リンパ水腫であり、近年は内耳造影 MRI により、内リンパ水腫
の存在が可視化できるようになった。しかし、内リンパ水腫が生じる機序は未だ明らかにはなっ
ていない。高位静脈球が前庭水管を圧迫することにより、内リンパ水腫が生じている可能性が考
えられる。当研究はメニエール病症例の内耳造影 MRI と中内耳 CT 画像所見から高位静脈球が
内リンパ水腫の形成に関与しているかどうかを検討することを目的とする。方法：2009 年 7 月～
2015 年 12 月に当科にて AAO-HNS のメニエール病の診断基準にて一側のメニエール病確実例と
診断され、内耳造影 MRI にて内リンパ水腫が存在すると判断した 59 例、および、コントロール
として、当研究期間中に中内耳 CT を施行した耳硬化症症例、および顔面神経麻痺症例 66 例を
対象とする。16 歳以下の症例、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎の既往がある症例は除外した。CT
の水平断にて正円窓が確認できるスライスに静脈球が確認できた場合、高位静脈球が存在すると
判断した。棘孔が写っているスライスにて高位静脈球の面積を求めた。また、後迷路蜂巣の発育
の程度を三段階で評価し、後半規管と後頭蓋窩硬膜との距離を測定した。結果：高位静脈球は患
側 59 耳中、22 耳に存在し、健側 59 耳中 17 耳に存在した。すなわち、高位静脈球が存在した 39
耳中、22 耳が患側であり、高位静脈球の存在する側が患側である確率は 22/39 なので、患側に
有意に高率に高位静脈球が存在する、というわけではなかった。また、メニエール群の患側、メ
ニエール群の健側、コントロール群の三群において、高位静脈球が存在する率、高位静脈球の面
積、後迷路蜂巣の発育のグレード、後半規管と後頭蓋窩硬膜との距離のいずれにおいても統計学
的な有意差は存在しなかった。結論：以上の結果より、高位静脈球の存在や後迷路蜂巣の発育の
程度は内リンパ水腫の形成には無関係であった。
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ナビゲーションシステムを使用した内リンパ嚢開放術例

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

1 奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 奈良県立総合医療センター　耳鼻咽喉科、 
3 日本生命病院

【緒言】　内リンパ嚢へは手術解剖学的に比較的容易にアクセスできることから、内リンパ嚢開放
術はメニエール病難治例に対する標準的な術式として知られる。今回、内リンパ嚢への到達が困
難と思われる症例に対してナビゲーションシステムを用いて同開放手術を安全に遂行できたの
で、動画供覧し報告する。

【症例】　症例は、69 歳の女性で、5 年前より左難聴と左耳鳴を伴うめまい発作（3-12 時間）が発
症し、その後、月に 2-3 回の頻度で発作を繰りかえしていた。発作時には水平回旋混合性眼振が
認められ、左耳の聴力は低音から中音域が変動を示しながら悪化進行した。1 年前より発作が月
に 4-5 回ペースで発症するようになり、日常生活に大きな支障をきたしてきたので、近医より当
科を紹介され 2017 年 6 月に来院された。純音聴力検査で聴力（3 分法平均レベル）は右 21.7dB、
左 58.3dB で、蝸電図では－ SP/AP が右 0.24、左 0.57 で左の内リンパ水腫が推定された。生活
指導や浸透圧利尿薬などの薬物治療を続行したが、効果がなかったため、メニエール病（確実例）
の難治例として手術（内リンパ嚢開放術）を治療選択した。側頭骨 CT 検査で、左側頭骨の前庭
水管は外側半規管ラインより 3 ～ 4mm 下方に確認できたが、その周辺には含気はなく後半規管、
顔面神経垂直部も含めた 10 ～ 20mm の範囲で海綿様の骨組織と思われる陰影で覆われていた。
これらの所見から、後半規管、顔面神経管の同定や内リンパ嚢へのアプローチが困難と考えられ
たため、今回内リンパ嚢開放術に磁場式ナビゲーションシステム（FUSIONR ENT ナビゲ―ショ
ンシステム、メドトロニック社）を使用した。

【ナビゲーション支援手術】　全身麻酔導入後に磁場発生装置で左側頭骨近傍に磁気を発生させ
て、Patient Tracker を鼻背部に固定し座標軸を設定した。その後、ナビゲーション用 CT 撮影

（0.5mm スライス）時に付着させた Fiducial Marker（右耳介周囲）をポイントとし、磁場センサー
である Instrument Tracker を用いてレジストレーションを行った。ワークステーションにより
作成された 3D 画像を元に、ナビゲーション画像イメージを、軸状断、冠状断および矢状断 CT
でモニター上にリアルタイムに表示されるようにセッティングした。

手術は、最初に剖出した外側半規管を用いてナビゲーション精度（誤差 1mm 以下）を確認し
た後、ナビゲーションモニターで解剖学的位置情報を確認しながら施行した。顕微鏡下で後半規
管の輪郭が不明であったので、同位置をナビゲーションで確認しながら、海綿様骨組織で置き換
わった後半規管後方から下方の削開を進めた。出血を伴い顕微鏡下の術野が不明瞭となったが、
ナビゲーション誘導により内リンパ嚢の方向と後頭蓋窩の深度を推定して削開を進めたところ、
硬膜を損傷することなく後頭蓋窩を開放することができた。Instrument Tracker の圧排により
前庭水管内の位置情報を得ることができ、高精度に内リンパ嚢を同定できた。その後、内リンパ
嚢を安全に開放しシリコンシートを挿入した。術中術後に合併症はなかった。術後 8 か月間、め
まい難聴発作の再発はなく QOL も向上し経過順調である。

【結論】　今回、磁場式ナビゲーションシステムを用いることにより、骨組織に埋もれた内リンパ
嚢に正確かつ安全に到達することができたことから、内リンパ嚢アプローチ困難例におけるナビ
ゲーションシステムの手術支援ツールとしての有用性が示唆される。
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咀嚼で眼振が誘発される Costen 症候群の 1 例

小泉　敏三 1、細野　研二 1、藤田　信哉 1、北原　　糺 2

1 日本生命病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】Costen 症候群は、顎関節の機能障害に起因する頭痛や顔面痛に加え、難聴や耳鳴、
めまい等の耳症状を呈する症候群である。今回、ガム咀嚼時の回転性めまいを主訴とし、誘発し
た眼振を記録することができた Costen 症候群の 1 症例を経験した。【症例】59 歳男性。主訴は
咀嚼時の回転性めまい。数カ月前から睡眠時にブラキシズム（歯軋り）がありマウスピースを使
用中であった。201X 年 3 月から歩行時のフラツキを自覚し、5 月から左顎関節で咀嚼するとめ
まい感を自覚していた。7 月 10 日に当科紹介受診した。当科初診時には顎関節痛や開口障害は
なく、聴力低下もなかった。初診時、注視眼振検査および頭位眼振検査、頭振後眼振検査で眼振
を認めなかった。左顎関節でガムを約 20 秒間咀嚼すると、咀嚼開始 10 秒後に回転性のめまい発
作が誘発され、同期して右向き水平性眼振が出現した。咀嚼終了後もしばらく眼振は継続したが
徐々に衰弱し、その後左向きに方向が変化した。改めてガム咀嚼により眼振を誘発したところ、
初回咀嚼時と同様に右向き眼振を認めた。咀嚼後の眼振誘発下での冷水注入カロリック検査では
左 CP を示し、VEMP 検査では左側の反応低下をみとめた。以上より、左 Costen 症候群と診断
した。【経過】Costen 症候群の原因が咬合不全である可能性を考え、加療を目的に口腔外科でマ
ウスピースの再調整を依頼した。経過中、咀嚼による眼振方向の変化がみられた。咬合治療開始
5 ヶ月後に少しずつ症状が緩和された。開始 6 か月後に症状が消失した。初診時より 1 年 6 ヶ月
後まで経過観察できたが、症状の再発は認めていない。【考察】Costen 症候群の耳症状は、耳管
由来、鼓膜張筋由来、顎関節腱由来が想定されているが、本症例は耳症状がなくいずれも否定的
である。また Costen 症候群のめまい症状は、上頸部交感神経刺激・内耳血流低下由来、三叉神経・
前庭神経核刺激由来が想定されているが、眼振方向の経時的変化やカロリック、VEMP 結果か
ら三叉神経・前庭神経核刺激由来が有力と考えられた。
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上半規管裂隙症候群における外科的治療後の聴力推移に関する検討

青木　光広、林　　寿光、久世　文也、西堀　丈純、伊藤　八次
岐阜大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
上半規管を覆う天蓋の骨欠損または菲薄化によりめまい・聴覚障害をもたらす疾患として上半

規管裂隙症候群（Superior Semicircular Canal Dehiscence Syndrome: SCDS）がある1）。大音響
や圧負荷によるめまいともに、自声強調や環境音による聴覚過敏などの症状が患者を衰弱させる
ため、患者には極めて深刻なものである。とくに、来院時の主訴は前庭症状よりも聴覚症状で来
院するほうが多い。また、側頭骨 CT 所見以外に純音聴力検査、圧負荷による眼振検査、VEMP
検査は SCDS の診断には不可欠とされる2）。外科的治療は自覚的症状の改善には極めて有効であ
るが、術後の聴力検査において骨導ならびに気導閾値の術後経過についての報告は少ない3）。そ
こで、当院で外科的治療を行った SCDS 症例の術後聴力経過について検討した。

【対象と方法】
岐阜大学医学部附属病院で SCDS と診断され、インフォームドコンセント後に外科的治療を

行った 4 例を対象とした。以下の症状ならびに検査所見を参考に診断した。圧変化や強大音によ
り誘発されるめまいや音過敏の病歴がある（陽性 4/4 症例）。Tullio 現象や Hennebert 兆候のい
ずれかがみられる（4/4）。Valsalva 法などの圧負荷により回旋成分を伴った垂直性眼振がみられ
る（3/4）。高分解能 CT で上半規管に裂隙が確認できる（4/4）。補助診断として、純音聴力検査
にて患側低音部に気骨導差があり、かつ骨導閾値の低下がある（0dBHL 以下）（4/4）。患側の
oVEMP または cVEMP の振幅増大または閾値低下（80dBHL 以下）がある（4/4）。治療は中頭
蓋窩経由による capping 法を行い、裂隙閉鎖にはバイオペックスと筋膜を使用した。

【結果】
4 例全例において、BPPV 様の頭位めまいが一過性に出現したが、1 か月以内には軽快した。

一方、SCDS によると思われる蝸牛・前庭症状は術後速やかに改善した。術後 10 日では高音部
骨導閾値の一過性上昇がみられた。術後経過では気骨導差の改善がまずみられ、遅れて骨導閾値
の上昇がみられた。しかし、気骨導差が消失したのは 4 例中 1 例のみであり、少なからず気骨導
差が残存している。また、cVEMP の閾値低下および oVEMP の振幅増大は術後の検査では消失
していた。

【考察】
聴力検査における低音部の気骨導差の低下や骨導閾値低下は術後軽度悪化し、自覚症状より遅

れて改善がみられた。また、VEMP 所見は速やかに軽快したことからも、SCDS の診断ならび
に症例の自覚症状に最も感受性が高い検査と考えられた。本治療にあたり、岐阜大学医学部脳神
経外科中山則之、岩間　亨両先生にご協力いただいた。

【参考文献】
 1）Minor LB, Solomon D, Zinreich JS, et al.: Sound-and/or pressure-induced vertigo due to 

bone dehiscence of the superior semicircular canal. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 124: 
249–258, 1998.

 2）青木光広、林　寿光、若岡敬紀、他：上半規管裂隙症候群の診断と治療．Equilibrium Res 
76: 270–276.

 3）Limb CJ, Carey JP, Srireddy S, et al.: Auditory function in patients with surgically treated 
superior semicircular canal dehiscence. Oto Neurotol 27: 969–980, 2006.
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メニエール病非定型例（蝸牛型）に対するフロセミド負荷 VEMP

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

はじめに：メニエール病は、繰り返す回転性めまいに難聴・耳鳴・耳閉感などの蝸牛症状を伴う
内耳疾患である。その病態には、内リンパ水腫が密接に関与していると考えられている。一方で、
難聴・耳鳴・耳閉感などの聴覚症状の増悪・軽快を反復するが、めまい発作を伴わないものにつ
いては、本邦のメニエール病診療ガイドライン（2011 年）ではメニエール病非定型例（蝸牛型）
と定義されている。一方で、2015 年のバラニー学会による基準では、回転性めまいを伴わない
ものについてはメニエール病から除外されている。我々は、フロセミド投与前後の前庭誘発頸筋
電位（cVEMP）の振幅の変化によって内リンパ水腫の存在を推定できることを報告してきた（フ
ロセミド負荷 VEMP）。メニエール病非定型例（蝸牛型）に対して、フロセミド負荷 VEMP を
施行し、内リンパ水腫との関連を検討したので報告する。
対象と方法：メニエール病非定型例（蝸牛型）と診断されフロセミド負荷 VEMP を実施しえた
20 例（男女比 7：13、年齢分布 28 から 66 歳）を対象とした。フロセミド負荷 VEMP の結果に
影響を与える因子についてロジスティク回帰分析で検討した。またメニエール病確実例への移行
についても検討した。フロセミド負荷 VEMP は、フロセミド 20mg 投与後における cVEMP の
p13-n23 頂点間振幅の改善率で評価した。改善率が 14.2% 以上を示したものあるいは投与前に反
応がみられないものが投与後にあきらかな反応を認めた場合を陽性と判断した。
結果：20 例中 15 例（75%）でフロセミド負荷 VEMP は陽性であった。フロセミド負荷 VEMP
の結果は、年齢、性別、平均聴力レベル、罹病期間とは関連しなかった（いずれも p＞0.05）。27
例中 4 例は経過観察期間中に回転性めまいを訴え、メニエール病確実例に移行した。
考察：フロセミド負荷 VEMP のメニエール病非定型例（蝸牛型）における陽性率は、メニエー
ル病確実例における陽性率（63%）と同等であり、内リンパ水腫の存在が示唆された。興味ある
点は、メニエール病に移行例は全例フロセミド負荷 VEMP が陽性であり、一方陰性例はすべて
メニエール病に移行しなかったことである。このことから、メニエール病非定型例（蝸牛型）の
確実例への移行には内リンパ水腫の存在が強く関与するものと考えた。
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内リンパ水腫：めまい、難聴、心因性素因の検討

大島　伸介、森田　由香、野々村頼子、八木　千裕、山岸　達矢、泉　　修司、 
高橋　邦行、堀井　　新

新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
メニエール病の病態は、側頭骨病理所見から内リンパ水腫と考えられている。最近では、内リ

ンパ水腫を造影 MRI で診断することが可能となり、2017 年改訂の日本めまい平衡医学会の診断
基準では、従来のメニエール病確実例に加え聴覚症状のある耳に造影 MRI で内リンパ水腫を認
めた場合、メニエール病確定診断例と定義された。一方、メニエール病以外の耳疾患でも画像上
内リンパ水腫を認める例が報告され、内リンパ水腫のめまい病態における役割に関する検討が重
要と考えられる。本研究では造影 MRI（Gd 通常量静脈投与、hybrid of reversed image of 
positive endolymph signal and native image of positive perilymph signal（HYDROPS））により、
蝸牛および前庭の内リンパ水腫を半定量化し、聴力とめまい症状（DHI）、それらの病悩期間、
平衡機能検査、心理テスト（HADS）との関係について検討した。

【対象と方法】
2016 年 9 月から 2018 年 3 月に内リンパ水腫を疑い造影 MRI（HYDROPS）を施行した 37 例

を対象とした。日本めまい平衡医学会の「めまいの診断基準化のための資料　診断基準　2017
年改訂」に基づいて診断した結果、メニエール病確定診断例 15、メニエール病確実例 1、メニエー
ル病疑い例 2、メニエール病非定型例（蝸牛型）確実例 6、メニエール病非定型例（前庭型）確
実例 5、遅発性内リンパ水腫確実例 6、遅発性内リンパ水腫疑い例 2 であった。

内リンパ水腫の程度は、当院の複数の放射線診断医により寺西らの分類を用いて前庭および蝸
牛の患側および健側について、著明水腫、軽度水腫、水腫なしの 3 段階に分類した。水腫程度に
より 3 群に分け、めまいや難聴の病悩期間、めまい症状（DHI）、うつ不安症状（HADS）、純音
聴力検査、カロリック検査、cVEMP、oVEMP を比較した。

【結果】
全症例における水腫程度の判定は、患側前庭で著明水腫 18 例、軽度水腫 8 例、水腫なし 11 例

で、患側蝸牛では順に 17 例、11 例、8 例、判定困難 1 例であった。健側では、前庭で順に 7 例、
16 例、13 例、1 例で、蝸牛で順に 4 例、15 例、16 例、2 例であった。

めまいの平均病悩期間は患側前庭の著明水腫群、軽度水腫群、水腫なし群で順に 64.4 か月、
50.4 か月、31.9 か月、同様に患側蝸牛の群順に 82.1 か月、23.0 か月、16.5 か月と有意差を認めな
いものの、病悩期間が長いほど水腫が高度になる傾向にあった。また、難聴の平均病悩期間は患
側蝸牛で順に 159.1 か月、50.8 か月、31.8 か月であり、著明水腫群で水腫なし群に比して有意（p
＜0.05）に長く、難聴の病悩期間と患側蝸牛水腫の程度に、有意（p＜0.05）な正の相関関係を認
めた。患側前庭水腫に関しても、群順に 140.7 か月、99.0 か月、76.1 か月、と難聴の病悩期間が
長いほど水腫が高度な傾向にあった。純音聴力検査の患側骨導 3 分法平均値は、患側前庭、患側
蝸牛の著明水腫群で軽度水腫群に比して有意な閾値上昇を認めた（それぞれ p＜0.01、p＜0.05）。

DHI は患側前庭の水腫程度による相違を認めなかった。しかし患側蝸牛の水腫なし群では、
著明水腫群および軽度水腫群に比べ有意に高かった（ともに p＜0.01）。HADS は患側前庭の水
腫なし群では著明水腫群および軽度水腫群に比べ有意に高かった（ともに p＜0.05）。

カロリック検査、cVEMP、oVEMP の結果はいずれの部位の水腫程度とも関連は認めなかった。
【考察】

患側の前庭や蝸牛の著明水腫群では、軽度水腫群に比してより高度の難聴を認め、患側蝸牛水
腫の程度と難聴の病悩期間に正の相関関係を認めたことから、難聴期間の長期化により患側の前
庭や蝸牛の水腫がより高度になり、難聴が進行すると考えられた。

水腫の程度と平衡機能検査には明らかな関連性を認めなかったが、患側蝸牛の水腫なし群では
DHI が高く、患側前庭の水腫なし群では HADS スコアが高かった。水腫所見が軽度な程、めま
いの病悩期間が短い傾向にあり、発症早期は前庭機能が不安定で変動しやすいためにめまいの自
覚症状がより強く、うつや不安傾向が強くなる可能性が考えられた。
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耳石器特異的前庭障害の臨床的特徴

藤本　千里 1,2、鈴木さやか 2、木下　　淳 2、江上　直也 2、菅澤　恵子 2、岩崎　真一 2

1 東京逓信病院　耳鼻咽喉科、2 東京大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

【背景・目的】
末梢前庭障害によるめまい症状のうち、耳石器系の障害に関連する症状としては、一般的に、

メニエール病において認められるdrop attackや、体が傾く感覚が知られている。これらの症状は、
耳石器機能検査である前庭誘発筋電位（VEMP）の障害との関連が報告されているが、耳石器機
能障害の臨床的特徴については、未だ不明な点も多い。

耳石器機能障害の臨床的特徴を把握する方法として、半規管機能が正常で耳石器機能の障害が
ある患者群の特徴を調査するという研究がこれまでなされている。しかしながら、これまでの報
告では、半規管機能の評価法として外側半規管機能を評価する温度刺激検査が用いられており、
垂直半規管の機能が不明であるため、耳石器特異的な障害を持つ患者群の選定に問題があった。

近年、video head impulse test（vHIT）の発展により、外側半規管に加えて垂直半規管の機
能評価が低侵襲的に可能となった。本研究は、温度刺激検査と vHIT が正常で、VEMP が異常
を呈する患者群を選定し、耳石器特異的な前庭障害の臨床的特徴を調査することを目的とした。

【方法】
2014 年 1 月から 2016 年 5 月までに、東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科めまい

外来を受診し、温度刺激検査、vHIT、前庭誘発頸筋電位（cVEMP）、前庭誘発外眼筋電位（oVEMP）
の全てを施行した 277 症例に対し、後ろ向きカルテ調査を行った。

このうち、温度刺激検査が正常、かつ、vHIT の水平半規管平面、左前半規管－右後半規管平面、
右前半規管－左後半規管平面の 3 平面すべてで正常であり、500Hz トーンバースト気導刺激
cVEMP あるいは骨導刺激 oVEMP の少なくとも一方で異常のある症例を、耳石器特異的前庭障
害として選定した。

温度刺激検査は、氷水刺激を用い、canal paresis＞20%、あるいは、両側の最大緩徐相速度が
10°/s 未満を異常とし、これらを満たさないものを正常とした。

vHIT は、vestibulo-ocular reflex（VOR）gain が正常範囲、あるいは、catch-up saccade を認
めないものを正常とした。VOR gain の正常範囲は、外側半規管平面では 0.8-1.2、垂直半規管平
面では 0.7-1.2 とした。

cVEMP は、無反応あるいは反応低下を異常とし、振幅の正常範囲は asymmetry ratio ≦
34.1% とした。oVEMP は、無反応あるいは反応低下を異常とし、振幅の正常範囲は asymmetry 
ratio ≦ 27.3% とした。

【結果】
耳石器特異的前庭障害を有する患者は、76 症例（男 28 症例、女 48 症例；年齢範囲 19-89 歳、

平均年齢±標準偏差 58.3±17.2 歳；27.4%）であった。疾患の内訳は、良性発作性頭位めまい症
（BPPV）が 11 症例（14%）と最多であり、次いでメニエール病が 8 症例（11%）、以下、心因性
めまい（6 症例；9%）、深部知覚障害（5 症例；7%）、片頭痛関連めまい（4 症例、5%）と続いた。
BPPV11 症例のうち、眼振所見により患側が同定された症例は 8 症例（右 6 症例、左 2 症例）で
あったが、6 症例は両側の cVEMP が無反応であり oVEMP は正常であった。

耳石器特異的前庭障害 76 症例のうち、33 症例（43%）は、めまい平衡障害をきたしうる既存
の疾患概念に当てはまらない症例であり、このうち多くは加齢変化を除く感音難聴を認めない症
例（28 症例；37%）であった。このような特発性の症例のうち、もっとも多かった臨床症状は
反復性の回転性めまい（64%）であり、その持続時間は 1 時間～ 12 時間の症例が最多であった。

【結論】
耳石器特異的前庭障害のうち、最も多かった既存疾患は BPPV であり、その多くで両側の耳

石器障害の存在が疑われた。また、既存の疾患概念に当てはまらずかつ感音難聴のない特発性症
例のうち、最も多い臨床症状は反復性の回転性めまいであった。回転性めまいを主訴とし診断の
付いていない症例の中に、耳石器特異的前庭障害が一定の割合で含まれる可能性が示唆された。
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Cjirp 音による前庭誘発頸筋電位（cVEMP）によって 
どのような情報が得られるか？

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

1 帝京大学　医学部附属溝口病院　耳鼻咽喉科、2 よしむら耳鼻咽喉科クリニック

［背景］チャープ（Chirp）音は、時間とともに周波数が変化する音信号であり、時間とともに周
波数が増加するアップチャープと減少するダウンチャープがある。ABR などの聴性誘発電位の
記録には、その反応性の増大を目的にアップチャープがしばしば用いられる。これは、蝸牛にお
ける基底膜上の位置による周波数別の反応性に基づく。一方、球形嚢の反応である cVEMP の場
合、このような蝸牛において生じるようなチャープ音の advantage は存在しない。cVEMP に関
しては、健常者の場合、500Hz 付近の音刺激に対し、最大反応が得られるが、メニエール病に代
表される内リンパ水腫症例の場合には、この最大反応の得られる周波数が、より高い周波数にシ
フトすることが知られている。［目的］上記のような特性を有するチャープ音を cVEMP 計測に
用いた場合のメリットとデメリットを検討することを目的とした。［対象と方法］対象は、末梢
性めまい症例である。記録には、Interacoustics 社の Eclipse を用い、刺激音には、チャープ音
のほかに、500Hz および 1000Hz のショートトーンバースト音を用いた。それぞれの刺激音での
反応の有無、振幅および潜時を比較した。また、チャープ音が、継時的に周波数が変化するとい
う特性をもつことから、その潜時と 500Hz と 1000Hz のトーンバースト音 cVEMP の振幅比

（cVEMP slope）とチャープ音 cVEMP の潜時についても検討した。［結果］反応の出現率その
ものについては、音刺激の違いによる差異は顕著ではなかった。興味深い所見として、チャープ
音の潜時と 500Hz と 1000Hz のトーンバーストの振幅比から算定する cVEMP slope とのあいだ
に相関が認められた。［結論］チャープ音の潜時には、球形嚢の音刺激に対する周波数特性を反
映する可能性があることが示唆された。
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造影 MRI 検査を用いた聴神経腫瘍の増大予測に関する検討

山田　啓之 1、阿部　康範 1、上甲　智規 2、岡田　昌浩 1、寺岡　正人 1、羽藤　直人 1

1 愛媛大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 十全総合病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】聴神経腫瘍の増大速度に関する報告はこれまで多くなされてきたが、未だに腫瘍の
増大を予測する方法はなく、wait and scan を行い増大の有無を判断しているのが現状である。
そのため治療方針の決定に苦慮することや患者への説明に難渋することも多く予測方法の確立は
強く望まれている。一方、近年の研究により聴神経腫瘍の増大に関わる細胞増殖因子（VEGF、
bFG）が発見されてきた。これらの増殖因子には血管新生を促進する作用もあるため、増大する
腫瘍は血流量が多いことが示唆されている。また、造影 MRI 検査においては腫瘍の血流が多い
ほど造影効果が高いことは以前より知られている。そこで我々はこれまで聴神経腫瘍の造影効果
をレトロスペクティブに検討し、大きな腫瘍や増大速度の速い腫瘍は造影効果が高いことを報告
してきた。そこで今回、我々は造影 MRI 検査を用いて造影効果と腫瘍の増大速度をプロスペク
ティブに検討し報告する。【対象と方法】対象は 2016 年 5 月から 2017 年 5 月までに当院で聴神
経腫瘍に対して 3T MRI を用いて wait & scan を行った 20 例（男性 4 人、女性 16 人）とした。
造影効果の計測には 3DT1 強調横断像を使用し、円形の resion of interest を腫瘍、同側の側頭筋、
脳幹部に設定し各々の平均信号値を測定した。T/Npons 値＝腫瘍の平均信号値／脳幹の平均信
号値、T/Nmuscle 値＝腫瘍の平均信号値／側頭筋の平均信号値とし、T/Npons 値と T/
Nmuscle 値を腫瘍の造影効果の指標として検討した。また腫瘍の大きさの評価には内耳道軸に
沿った腫瘍の長さ（内耳道径）と錐体尖に沿った腫瘍の長さ（錐体尖径）を計測して用いた（図
1）。【結果】内耳道径の増大速度または錐体尖径の増大速度のいずれかが 1mm/ 年以上の群で造
影効果が高かった。【考察】聴神経腫瘍の平均増大速度は 1 ～ 2mm/ 年と言われているが、本検
討の結果より増大速度が平均以上の腫瘍は造影効果が高いことが認められた。
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聴神経腫瘍に対する語音明瞭度検査の検討

高橋真理子、稲垣　　彰、村上　信五
名古屋市立大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

聴神経腫瘍は、第 8 脳神経に発生する良性の神経鞘腫で、大部分が内耳道内の前庭神経から発
生する。臨床的には、一側性の難聴と耳鳴、めまいを初発症状とすることが多く、特に難聴は進
行性難聴が特徴とされている。しかし、近年 MRI の進歩と普及により、内耳道内に限局するよ
うな小聴神経腫瘍も容易に診断されるようになってきていることから、従来行われていた機能検
査よりも MRI 検査に比重がおかれている現状があるが、語音聴力検査を含む聴覚検査は診断の
みならず治療選択において重要な検査である。

語音聴力検査は、2003 年日本聴覚医学会より制定され、それに基づいて補聴器の適応の有無
や装用耳の決定に用いられることが多いが、後迷路性難聴において語音明瞭度が低下することか
ら診断的価値が大きいとされている。

AAO-HNS による聴神経腫瘍の聴力クラス分類は、純音聴力検査と語音聴力検査により規定さ
れているが、語音聴力検査は本邦の無意味の単音節と異なり、有意味の単語を用いた検査で評価
する点が異なっている。

対象は耳鼻咽喉科を受診した聴神経腫瘍患者 633 例中、語音聴力検査を施行した 241 例とした。
241 例の平均年齢は 48.9±11.3 歳、腫瘍長径 15.5±8.0mm であり、内耳道内腫瘍 69 例、小腫瘍（後
頭蓋窩＜1cm）107 例、中腫瘍（1-3cm）50 例、大腫瘍（＞3cm）15 例であった。平均聴力（4
周波数）は患側 42.6dB±25.3dB、健側 14.0±8.0dB、患側の最高語音明瞭度は平均 77.1±31.2%
であった。内耳道内腫瘍 69 例の純音聴力検査、語音明瞭度はそれぞれ 26.5±24.1dB、87.5±3.6％、
小腫瘍 107 例はそれぞれ 40.2±22.9dB、78.9±2.9%、中腫瘍 49 例は 53.4±28.8dB、65.4±4.3%、
大腫瘍 15 例は 51.3±23.9dB、55.6±7.7% と腫瘍の増大に伴い聴力低下と語音明瞭度低下を認めた。
平均聴力と語音明瞭度の相関係数は -0.8、腫瘍径と語音明瞭度の相関係数は -0.29 であった。語
音明瞭度施行した 241 例中、両耳検査を施行したのは 193 例であり 33.2% は語音明瞭度に左右差
を認めない negative 所見であった。
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当科で経験した聴神経腫瘍の初期臨床像の特徴について

中島　隆博 1、深美　　悟 1、大津留由吏江 1、阿久津　誠 1、常見　泰弘 1、 
柏木　隆志 1、田中　康広 2、平林　秀樹 1、春名　眞一 1

1 獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 獨協医科大学埼玉医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】聴神経腫瘍（以下 AT）とは第 8 脳神経より生じる良性の神経原性腫瘍であり、脳
腫瘍の 7-10％を占める。脳神経由来の神経原性腫瘍として最も多く、小脳橋角部腫瘤の代表であ
る。大部分は前庭神経に由来することから前庭神経鞘腫（vestibular schwannoma）ともいわれる。
AT の年間の発生率については、5 万人に 1 人程度と考えられている。症状は（片側性進行性、
あるいは急性発症）感音難聴、耳鳴、めまい（多くは浮動性）が主であるが、増大に伴い脳幹や
他の脳神経への圧排からの神経症状を来す。両側性の AT では神経線維腫症 2 型（NF2：
neurofibromatosis type 2）と診断されることが多い。今回過去 4 年間に当科で経験した AT と
診断された症例についてまとめて報告した。【結果】症例数は全 28 症例であり、手術にて病理が
判明したものとしては schwannoma が 17 症例、meningioma が 1 症例、NF2 が 1 症例であった。
初診時の年齢層としては 20 代が 1 例でこの症例は NF2 であった。30 代が 3 例、40 代が 4 例、
50 代が 8 例、60 代が 6 例、70 代が 4 例であった。初診時症状としては難聴が 20 例、耳鳴りが
10 例、めまいが 9 例、耳閉感が 5 例、頭重感が 2 例、顔面痙攣が 2 例、顔面神経麻痺が 1 例、
三叉神経障害が 2 例であった。純音聴力検査の結果としては高音漸傾型 7 例、高音急墜型 4 例、
聾型 3 例、dip 型 2 例、谷型 3 例、山型 1 例、低音型 2 例、正常型 5 例、不明 1 例であった。自
記オージオ結果は Jerger3 型が 3 例、Jerger4 型が 2 例であった。ABR 結果は行っていない 1 例
を除いて、異常を認めた症例が 25 例（89.2％）でほぼ正常な症例は 2 例のみであった。温度眼
振検査所見では：明らかな半規管麻痺（CP）を認めた症例は 14 例（50％）であった。治療は
wait and scan が 6 例、手術例が 19 例、ガンマナイフが 2 例、今後手術予定が 1 例であった。全
例 MRI にて診断されていて腫瘍径は 10mm 未満の小腫瘍が 3 例、10mm ～ 30mm 未満の中腫瘍
が 22 例、30mm 以上の大腫瘍が 3 例であった。そのうち内耳道内限局性の腫瘍が 10mm 未満の
2 例であった。【考察】諸家の報告と同様に今回の分析では、AT はほとんど前庭神経由来の腫
瘍であるにもかかわらず難聴などの聴覚障害を訴える症例が圧倒的に多かった。難聴の型につい
ては分類結果では、高音漸傾型、高音急墜型、聾型、谷型が 10 ～ 25% を占め全体の 60% となっ
ていたが、dip 型、山型、低音障害型もあり、ましては 3 割近くが正常型であった。そのため
AT に特徴的な、聴力型といったものを特定するのは困難であった。注目すべき例としては、突
発性難聴と診断され、その後治癒したが、再度難聴を繰り返した 5 例。難聴・めまいもなく偶然
健診にて発見された 1 例があったこと。また急性低音部型感音難聴やメニエール病として治療さ
れていた例が 2 例あったことである。以上から、AT による難聴は特徴がなく多岐にわたるため、
症状の経過が典型的ではない際は ABR、自記オージオメトリーやカロリックテストなどの耳鼻
科特有な神経耳科学的な検査を常日頃行いつつ、MRI 等による画像評価による鑑別が必要であ
る。
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後迷路法による聴神経腫瘍手術における術後聴力予測因子の検討

細谷　　誠 1、大石　直樹 1、粕谷　健人 1、野口　　勝 1、西山　崇経 1、石川　　徹 1、 
鈴木　成尚 1、藤岡　正人 1、神﨑　　晶 1、宮崎日出海 1,2、小川　　郁 1

1 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 東京女子医科大学東医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】聴神経腫瘍に対する手術は、腫瘍径や残存聴力の有無などに応じて中頭蓋窩法、後
頭下開頭法、経迷路法、後迷路法など様々な術式が用いられる。このうち、残存聴力があり術後
聴力温存が期待できる症例に対しては、経迷路法以外の術式が選択される。後迷路法は、1972
年に Hitselberger と Pulec らにより三叉神経にアプローチする方法として報告された術式であ
る。その後、1980 年代に、Silverstein、Norrel、House らによって、聴神経腫瘍に対して応用さ
れた。後半規管の後方から小脳橋角部に到達する方法であり、迷路破壊を伴わず術後聴力温存が
可能な手術方法である。開頭を伴う中頭蓋窩法、後頭下開頭法に比べて侵襲が少ない一方で、内
耳道底付近の視野が得られないことが問題であったが、近年の内視鏡の発展に伴い十分な視野が
得られるようになり、2012 年には、内視鏡併用下の後迷路法の有用性を Iacoangeli らが報告し
ている。当科では、さらに術中モニタリングにも工夫を加え、術中に ABR だけでなく、蝸牛神
経背側核近傍に電極を留置し、活動電位（蝸牛神経背側核活動電位、Dorsal cochlear Nucleus 
Action Potential: DNAP）を持続評価することにより、より高感度な蝸牛神経機能のモニタリン
グを行っている。加えて、顔面神経根に刺激電極を留置し、誘発筋電図（顔面神経根誘発筋活動
電位、Facial Nerve Root Muscle Action Potentials: FREMAP）を持続評価することにより、術
中の持続的な顔面神経機能のモニタリングを行っている。このように後迷路法に内視鏡と高精度
な術中持続モニタリングを併用することにより、低侵襲でより合併症の少ない聴神経腫瘍手術が
可能となると考えられる。今回我々は、本法のよりよい適応を検討するため、当科で施行した聴
神経腫瘍に対する後迷路法施行症例における術後聴力予測因子を検討したので報告する。【方法】
腫瘍の増大傾向を認め、当科で 2016 年 3 月からの 2 年間に後迷路法を施行した聴神経腫瘍 25 症
例において、術後聴力と術前評価項目を後方視的に評価し、術後聴力予測因子を検討した。【結果】
術前 ABR における V 波潜時と、術前 DPOAE における DP gram における SN 比が、ともに術
後聴力予測に有効であることが分かった。【考察】経迷路法以外での聴神経腫瘍手術においては、
理論的には聴力温存が期待できる一方で、実際の術後聴力温存が必ずしも全例において達成され
るわけではない。すなわち、残存聴力温存を期待して、経迷路法以外のアプローチを選択しても、
聴力温存できず結果として、手術視野的に経迷路法の選択の方が有効であったと考えられうる症
例、もしくは、手術タイミングを遅らせることも可能であったと考えられる症例が少なからず存
在する。術前に術後聴力温存の可能性を評価可能となれば、アプローチ法の変更や手術時期の再
検討が可能となる。一方で、高精度な術中持続モニタリングを使用することにより手術手技自体
による術後成績への影響が低減し、術前に温存可能と評価された症例に対しては、より積極的に
本法を適応することが可能になると考えられる。今回の検討では、術前 ABR と OAE 検査が術
後聴力予測に有用であり、術中持続モニタリングおよび内視鏡を併用した後迷路法の適応症例の
選別に有用であると考えられた。
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日本語版 PANQOL 質問紙を用いた聴神経腫瘍患者術後 QOL の検討

西山　崇経、大石　直樹、野口　　勝、細谷　　誠、鈴木　成尚、神﨑　　晶、 
藤岡　正人、小川　　郁

慶應義塾大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】聴神経腫瘍診療における QOL 評価の重要性から、これまで様々な質問紙を組み合
わせて評価されてきたが、2010 年に Penn Acoustic Neuroma Quality-of-Life（PANQOL）質問
紙という聴神経腫瘍に特化した質問紙が考案された。他言語に翻訳され活用されており、我々も
日本語版を作成し、その妥当性、有用性を確認した（大石ら、日耳鼻、2017）。合計点および 8
つの下位尺度それぞれで QOL を評価できる特徴がある。PANQOL 質問紙による術後評価は欧
米からの報告があるが、いずれも横断的かつ郵便媒体という問題点がある。そこで、術後患者の
QOL について、日本語版 PANQOL 質問紙を用いて経時的変化も含め検討した。

【対象と方法】2016 年 10 月～ 2017 年 12 月までに当科を受診し PANQOL による QOL 評価を行っ
た聴神経腫瘍術後患者 32 例中、単回手術のみ受けた 29 例を対象とした。男性 11 例、女性 18 例、
平均年齢 55 歳（19 ～ 81 歳）、術後経過観察期間の中央値は 1 年 7 ヶ月（1 ヶ月～ 21 年）、術式
は経迷路法 7 例、後迷路法 7 例、中頭蓋窩法 11 例、後頭蓋窩法 4 例であった。質問紙は再診時
に患者が記載し、直接回収した。PANQOL スコアに基づき、術後患者 QOL の特徴について検
討した。また質問紙による評価を複数回行なっている 9 例の経時的変化について、合計点や各下
位尺度と臨床所見との関連を中心に検討を加えた。

【結果】PANQOL 合計点は、全体で平均 64±13 点、経迷路法 57±15 点、中頭蓋窩法 63±11 点、
後迷路法 66±9 点、後頭蓋窩法 76±12 点であり、各術式間で有意差は認めなかった（図 1）。複
数回評価を行なった 9 例では、術後 2 年までの 4 例の合計点の平均変化量は 11 点で、術後 2 年
以降の 5 例の平均変化量は 5 点であった（図 2）。術後 2 年未満の 4 例で特に変化の大きい下位
尺度は Anxiety、Facial dysfunction、Pain であった。

【考察】経迷路法、後迷路法、中頭蓋窩法、後頭蓋窩法はそれぞれ利点欠点があるが、術式間に
おける QOL の差は認められず、術後 QOL という観点からはい各術式に優劣は認めなかった。
文献的にも合計点が 60 前後を示した報告が多く、本検討でも同様の結果であったが、術後 2 年
までは変化量が大きく、2 年以降では変化量が小さくなる傾向がみられた。合計点 11 点以下の
変化は臨床的意義が乏しいとされており、術後 2 年程度で患者 QOL は概ね定常状態になる可能
性が示唆された。術後 2 年間で顔面運動機能が固定することや、術後の不安感や疼痛が徐々に落
ち着いていく状況は、実際の臨床経過と合致する結果が得られた。
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聴神経腫瘍症例における難聴急性増悪時のステロイドの治療効果

野口　　勝、大石　直樹、西山　崇経、細谷　　誠、鈴木　成尚、藤岡　正人、 
神﨑　　晶、小川　　郁

慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】聴神経腫瘍症例では、聴力が急性増悪することがしばしばあり、ステロイド治療後
に聴力改善を認めることがあるが、まとまった症例の報告は少ない。今回、聴神経腫瘍症例に対
し、聴力急性増悪時にステロイド治療を行なった症例を振り返り、治療効果やその後の経過につ
いて検討したので報告する。【対象と方法】対象は 2012 年以降に、聴神経腫瘍と診断され、経過
中に急性感音難聴のためステロイド治療を行なった症例、および急性感音難聴治療後に聴神経腫
瘍が判明した症例の計 16 例である。ステロイドは 15 例において、プレドニゾロン換算で 20-
160mg を、7-25 日間点滴または内服で漸減投与されていた。1 例はデキサメタゾン 1.65mg が 8
日間鼓室内投与されていた。発症時の難聴の重症度や結果の判定に関しては突発性難聴に準じて
行ない、聴力は 5 分法で評価した。【結果】発症時の重症度は、Grade1 が 8 例、Grade2 が 5 例、
Grade3 が 3 例であった。治療結果は Grade1 では治癒 6 例、不変 2 例、Grade2 では治癒 2 例、
回復 1 例、不変 2 例、Grade3 では回復 3 例であった（図）。また初期治療後 1 年以上、外科的治
療や放射線治療を行わず経過を追えた症例が 7 例おり、その経過中に 10dB 以上聴力が悪化した
症例を 5 例認めた。その 5 例中 3 例は治癒した症例であった。また 16 例中 4 例において、聴力
急性増悪の再燃があり、再度ステロイド治療が行われた。初回から再燃までの期間は平均
11.8 ヶ月で、4 例中 2 例は再燃前の聴力まで改善したが、2 例は再燃前の聴力まで至らなかった。

【考察】聴力急性増悪時にステロイド治療を行なった聴神経腫瘍症例 16 例中、回復以上が 12 例
（75%）となり、一定の治療効果が得られた可能性が示唆され、聴神経腫瘍症例においても急性
感音難聴時のステロイドの使用は妥当であると考えられた。また重症度が低いほど治癒が得られ
やすい傾向にあった。ただし治療後 1 年以上の経過では、7 例中 5 例で聴力が悪化し、そのうち
3 例が治癒例であり、ステロイドの効果は一時的で、治癒例でも経時的に悪化する可能性が示唆
された。また急性増悪は再燃することがあり、再燃時には充分な効果が得られない症例が存在し
た。そのため、聴力温存手術が可能と思われる症例であれば、聴力急性増悪時、ステロイド治療
後に、再燃や経時的な聴力悪化が起こる前に手術を行うことで、聴力が維持される可能性があり、
今後の検討課題としたい。
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能動的な運動が老人性難聴に及ぼす影響についての検討

木下　　淳 1、鴨頭　　輝 2、樫尾　明憲 1、吉川　弥生 1、近藤　健二 1、 
岩崎　真一 1、山岨　達也 1

1 東京大学　医学部　附属病院　耳鼻咽喉科、2JR 東京総合病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
適度な運動負荷は生体のエネルギー代謝を刺激する一方で、激しい運動負荷は酸化ストレスを

もたらすことが知られている。老人性難聴では酸化ストレスとこれに伴うミトコンドリア機能低
下（エネルギー代謝の低下）が大きく関与すると考えられており、カロリー摂取制限はその発症
を抑制することが示されている。本研究では能動的な運動負荷が老人性難聴に及ぼす影響を明ら
かにするため、飼育箱内にランニングホイールを設置した運動療法（Ex）群とカロリー制限（CR）
群、通常飼育した対照群の 3 群（各群 n=8）で比較検討する。

【方法】
老人性難聴モデルである C57BL/6 マウスに対し 2 か月齢から 12 か月齢の期間で検証した。対

照群、Ex 群にはマウス用標準食（IN-93M, オリエンタル酵母）を与え、CR 群には標準食から炭
水化物を 30% 減量し、セルロースで食餌量を補ったカロリー制限食を与えた。Ex 群の飼育箱に
はワイヤレスランニングホイールを設置し、任意に運動させホイールの回転数を無線で PC に記
録し運動量を評価した（ENV-044, DIG-804, SOF-860, ブレインサイエンス・イデア）。また実験
開始時、3 か月後、10 か月後に体重測定を行った。12 か月齢となった時点で内耳を採取し、蝸
牛の頂回転、基底回転における内有毛細胞（IHC）および外有毛細胞（OHC）の生存率、ラセン
神経節細胞（SGC）の細胞密度や酸化ストレスマーカーである 8-OHdG の陽性細胞率を評価した。

【結果】
Ex 群における運動量は、実験開始より 2 か月後の平均 700km/ 月をピークとして、以降は

300 ～ 400km/ 月であり、十分な運動量を保つことができた。体重変化については、対照群、Ex
群、CR 群において実験開始時よりもそれぞれ約 60％、30％、25％の増加を示し、Ex 群と CR
群ではエネルギー代謝が亢進していることが示唆された。

有毛細胞の生存率については、IHC では頂回転、基底回転のどちらも 3 群間で有意な差は認
めなかった。OHC では基底回転において 3 群間で有意な差は認めなかったが、頂回転では Ex 群、
CR 群において対照群とよりも有意に高い生存率であった。同様に SGC 細胞密度においても頂
回転で Ex 群、CR 群が対照群に比べ有意に高値であった。頂回転に対応するラセン神経節での
8-OHdG 陽性細胞数は Ex 群、CR 群で有意に低く、同部位における酸化ストレスがこれらの群
で抑制された結果として SGC 細胞密度が保たれているものと考えられた。

【結論】
老人性難聴に対して能動的な運動はカロリー摂取制限と同等の酸化ストレス低減、エネルギー

代謝亢進をもたらし、予防的に作用することが示唆された。
【謝辞】

本研究を主に施行した留学生 Dr. Tuerdi Ayinuer に深謝いたします。

O-117



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 390, 2018

加齢性難聴に対する IGF-1 の聴力保護効果： 
早期発症加齢性難聴モデルマウスを用いた検討

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

【緒言】
加齢性難聴は、遺伝的要因や環境因子など様々な要因が関連し、単一の病因によるものではな

い。加齢に伴う蝸牛の病理組織学的な変化も多様なものであり、予防の標的となる細胞も明らか
ではない。IGF-1 は、内耳の発生や維持に関与することが知られているが、最近のビッグデータ
解析から、加齢に伴う難聴の進行を予見するバイオマーカーとしての血清 IGF-1 値の有用性を示
唆する報告がなされている。また、IGF-1 は音響外傷、内耳虚血再還流、耳毒性薬物による有毛
細胞保護効果があることが示されており、幅広い障害に対して有毛細胞の生存促進効果を有する
ことが期待される。本研究では、有毛細胞保護効果に焦点を絞り、加齢性難聴の早期発症モデル
として広く用いられている C57BL6 および DBA/2J マウスを用い、加齢性難聴発症時期におけ
る IGF-1 中耳局所投与の難聴防止効果、有毛細胞保護効果について検討した。

【方法】
C57BL6 および DBA/2J マウスを実験動物として用いた。加齢性難聴発症前、発症時期、発症

後の蝸牛組織評価を行い、残存有毛細胞数の定量的に解析し、有意の聴性脳幹反応閾値上昇、有
毛細胞喪失がない、あるいは最小限度と考えられる週齢を決定し、IGF-1 中耳局所投与時期とし
た。IGF-1 中耳局所投与は、左側に行い、正円窓窩に IGF-1 を浸漬したゼラチンスポンジを留置
する方法を用いた。右側は無処置とした。投与前、投与 2、3、4 週後に聴性脳幹反応閾値を評価
し、投与 4 週後に組織採取、残存有毛細胞数を評価し、左右差を解析した。

【結果】
C57BL6 では、6、20、32 週齢で聴性脳幹反応および組織学的評価を行い、20 週齢を加齢性難

聴発症期とした。DBA/2J では、3、4、6、8 週齢での解析を行い、6 週齢ではすでに基底回転で
有意の外有毛細胞喪失が認められることから、4 週齢を発症期と設定し、C57BL6 では 20 週齢、
DBA/2Jでは4週齢にIGF-1中耳局所投与を施行し、4週間の聴性脳幹反応閾値変化観察を行った。
C57BL6 では、投与 2 週後において、IGF-1 投与耳が無処置耳よりも閾値上昇が小さい傾向が認
められたが、投与 3、4 週後には変化量の差が小さくなる消失する傾向が認められた。DBA/2J
では、統計学的に有意な IGF-1 投与の効果が認められた。組織学的評価では、DBA/2J の基底回
転において、IGF-1 投与耳の内、外有毛細胞数が無処置耳よりも有意に多いことが示された。

【考察】
C57BL6、DBA/2J ともに cadherin 23 遺伝子変異が加齢性難聴の早期発症に関連することが

知られているが、DBA/2J は cadherin 23 遺伝子変異に加えて、fascin-2 遺伝子変異が加わり、
さらに加齢性難聴が加速するとされている。これらの分子は、ともに感覚毛に発現し、遺伝子変
異は有毛細胞の感覚毛の脆弱性に関連する。DBA/2J は cadherin 23 遺伝子変異に加えて、
fascin-2 遺伝子変異が加わり、C57BL6 よりも有毛細胞が脆弱であり、急速に加齢による有毛細
胞死が誘導されると考えられる。今回の結果から、IGF-1 による有毛細胞保護作用は、遺伝子変
異による有毛細胞の脆弱性に対しても細胞死を遅延させる効果があることが示唆された。聴性脳
幹反応の解析結果からは、有毛細胞保護効果の持続には 1 回投与では効果に限界があることが示
された。
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C57BL/6 背景の遺伝子改変マウスを用いた難聴研究のピットホール 
―“Passenger Gene”の問題点について―

鈴木　　淳 1、本藏　陽平 1、川瀬　哲明 1,2、香取　幸夫 1

1 東北大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
2 東北大学　医工学研究科　聴覚再建医工学研究分野

【はじめに】
C57BL/6 は遺伝的背景がほぼ均一である近交系マウスであり、生物医学研究に最も広く用いられ

ている。難聴研究においても、早期より感音難聴をきたすため、加齢性難聴のモデル動物として広く
使用されている。C57BL/6 は有毛細胞の不動線毛で重要な働きをする cadherin タンパクをコードす
る Cdh23 遺伝子に変異（753G＞A）を持つことが示されており、C57BL/6 における難聴の主な原因
として注目されている。

遺伝子改変マウスを作製する場合、129 由来の ES 細胞に遺伝子操作を加えてから C57BL/6 とのキ
メラマウスを作製し、その後に戻し交配を反復して C57BL/6 の遺伝的背景を揃える方法が従来より
用いられてきた。一般的に 10 世代以上戻し交配を行うことで 99.9％の遺伝的背景が C57BL/6 と同様
になり、コンジェニック系統として特定遺伝子の効果を調べることが可能とされる。しかしながら、
特定遺伝子の近傍に存在する遺伝子が C57BL/6 由来のものに組み変わる頻度は低く、129 由来の遺
伝子が “Passenger Gene” として残存している可能性が残る。従って、遺伝子改変マウスの表現型を
評価する際には、これらの “Passenger Gene” の影響を熟慮すべきという考え方が広まってきている。

今回、129 由来の正常 Cdh23 遺伝子が “Passenger Gene” として残存した、C57BL/6 を背景する遺
伝改変マウス（脂肪酸結合タンパク質 7（Fabp7）ノックアウトマウス）を解析する経験を得たので
報告する。

【方法】
1）実験動物

129 由来 ES 細胞を使用して作成し、C57BL/6 で 10 世代以上戻し交配を行った Fabp7 （–/–）マウス、
Fabp7 （+/–）マウス、Fabp7 （+/+）マウスを用いた。
2）聴覚機能評価・蝸牛形態評価
（1）2 ヶ月、（2）7 ヶ月、（3）12 ヶ月、（4）15-20 ヶ月のタイムポイントで ABR を用いて聴覚閾値

を測定した。ABR 測定後のマウスから内耳を摘出し、凍結切片および surface preparation 法を用い
て蝸牛形態を評価した。
3）Cdh23 のジェノタイピング・シークエンシング

Cdh23 遺伝子 753 番塩基を含む 360bps の領域を PCR で増幅させたのち、同領域の塩基配列を解
読して 753 番塩基の変異の有無を確認した（753A：変異型、753G：正常型）。

【結果】
1）聴覚機能評価・蝸牛形態評価

全ての月齢において、高音域を主として Fabp7 （–/–）マウスの聴力は Fabp7 （+/+）マウスの聴力
に比較し良好であった。12 ヶ月齢において、Fabp7 （+/–）マウスの聴力は、Fabp7 （–/–）マウスと
Fabp7 （+/+）マウスの聴力の中間程度であった。Fabp7 （–/–）マウスでは、加齢に伴うラセン神経
節の神経細胞数、らせん板縁の線維細胞数、外有毛細胞数、内有毛細胞シナプス数の減少が、Fabp7 

（+/+）マウスに比較し軽度であった。
2）Cdh23 のジェノタイピング・シークエンシング

Fabp7 （+/+）マウスは Cdh23 753A/753A または Cdh23 753G/753A の遺伝子型である一方、Fabp7 （–/–）
マウスは全て Cdh23 753G/753G（129 由来の正常型のホモ）の遺伝子型であった。

【考察と結論】
当初は Fabp7 が加齢性難聴の進行に深く関与すると考えたが、Cdh23 のシークエンシングを行う

ことで、Fabp7 （–/–）マウスの表現型が 129 由来の正常 Cdh23 遺伝子に起因していたことが判明した。
C57BL/6 は広く難聴の研究に用いられているが、遺伝子改変マウスの解析を行う際には Cdh23 遺伝
子の変異の状態に注意して解析を行う必要がある。

【謝辞】
共同研究者である東北大学発生発達神経科学分野の大隅典子博士、器官解剖学分野の大和田祐二博

士、フロリダ大学の染谷慎一博士に深く感謝いたします。
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マウスカドヘリン 23 多型の難聴発症への効果の検証

吉川　欣亮、安田　俊平、関　　優太、松岡　邦枝
東京都医学総合研究所　哺乳類遺伝 PT

カドヘリン 23 遺伝子（CDH23）はヒトの Usher 症候群および DFNB12 の発症責任遺伝子で
ある。また、マウスにおける Cdh23 の一塩基置換 c.753G＞A（Cdh23 c.753G＞A）は多くの近交系
マウスが保有する遺伝子多型であり、それらマウス系統の難聴発症の主要責任遺伝子であること
が報告されている。本研究では、Cdh23 c.753G＞A のマウス加齢性難聴への効果を検証することを
目的にノックインゲノム編集によるマウス聴力回復実験を行った。本研究では Cdh23 c.753G＞A 多
型が難聴発症の主要因であることが報告されている C57BL/6J および NOD/Shi マウスにおいて、
ガイド RNA、Cas9 タンパク質およびドナーオリゴ DNA の受精卵へのマイクロインジェクショ
ン、すなわち CRISPR/Cas9 システムを介したノックインゲノム編集を行った。また、樹立した
Cdh23 c.753G＞A ノックインマウスの表現型は、主として経時的な聴性脳幹反応（ABR）および歪
成分耳音響放射（DPOAE）の測定により解析し、走査型電子顕微鏡（SEM）による内耳有毛細
胞の stereocilia の形態観察および免疫染色後の有毛細胞数の計測によって補足した。C57BL/6J
マウスは、加齢に伴い聴力低下を示す早発型加齢性難聴モデルであり、高周波音への聴力が早期
的に低下し、約 14 ヶ月齢で高重度難聴となる。C57BK/6J およびノックインゲノム編集したマ
ウスの ABR を 24 ヶ月齢まで経時的に測定した結果、本研究で ABR 取得に用いた刺激音の周波
数により差はあるものの、Cdh23 c.753A/G ヘテロおよび Cdh23 c.753G/G ホモマウスにおいて約
14 ヶ月齢まで加齢性難聴は抑制された。また、C57BL/6J マウスの DPOAE は約 16 ヶ月齢でほ
ぼ無反応となるが、ノックインマウスでは 24 ヶ月齢まで反応を検出することができた。さらに、
ノックインマウスは C57BL/6J マウスの加齢性難聴発症の一因と考えられている stereocilia の崩
壊および外有毛細胞の脱落も長期的に抑制された。一方、NOD/Shi マウスは内耳有毛細胞の
stereocilia の形態異常に起因した早発型重度難聴を発症し、1 ヶ月齢で ABR および DPOAE と
もに反応はほぼ取得することはできないが、Cdh23 c.753G＞A ノックインマウスにおいては 4 およ
び 8kHz の刺激音に対する ABR は有意に回復した。また、NOD/Shi マウスのノックインマウス
においては、Cdh23 c.753A/G ヘテロおよび Cdh23 c.753G/G ホモマウス間において有意な ABR の差
異が認められ、ホモマウスでより反応の回復が認められた。しかし、これらノックインマウスで
は高周波の刺激音に対する ABR の有意な回復は認められず、特に 32kHz の刺激音に対する反応
はほぼ得られなかった。さらに、DPOAE はゲノム編集後も Cdh23 c.753A/G ヘテロおよび
Cdh23 c.753G/G ホモマウスともにほぼ無反応であった。以上の結果から Cdh23 c.753G＞A 多型は、
C57BL/6J および NOD/Shi 両マウスの難聴発症に深く関与していることが実証され、特に
C57BL/6J マウスの加齢性難聴の主要責任遺伝子多型であることが明らかとなった。しかし、
Cdh23 c.753G＞A ノックインのみでは両マウスともに正常聴力マウス系統レベルまでの聴力の完全
回復および加齢性難聴の完全抑制することはできず、両マウスともに遺伝的背景に存在する他の
遺伝子多型が両マウスの難聴発症に関与する可能性が推定された。特に、NOD/Shi マウスにお
いては、少なくとも 16kHz 以上の周波数音に対する Cdh23 c.753G＞A とは異なる難聴発症の主要
責任遺伝子多型が存在することが強く示唆された。
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GJB2 変異型遺伝性難聴に対する疾患モデル細胞の開発と応用

神谷　和作 1、白井　杏湖 2、河野　　淳 2、美野輪　治 1、池田　勝久 1

1 順天堂大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 東京医科大学　耳鼻咽喉科

遺伝性難聴において世界で最も高頻度に検出される原因遺伝子はコネキシン（CX）26 をコー
ドする GJB2 である。CX26 は CX30 と共に蝸牛細胞における巨大ギャップ結合を形成する主要
構成タンパク質であり、蝸牛内リンパ液の電位を維持するために細胞間の受動的なイオン輸送を
担っている。当研究グループでは、CX26 の遺伝子改変難聴モデルマウスを用いた病態解明およ
び治療法開発の研究を進めてきた。その結果 CX26 はギャップ結合としての機能だけではなく複
数のコネキシン分子の複合体として存在するギャップ結合プラークを集積させる集積化分子

（Assembly molecule）としての機能も有することが証明された（Kamiya, 2014, J. Clin. Invest., 
2014, 124(4): 1598–1607）。さらに GJB2 変異によるギャップ結合プラークの集積・安定化機構の
異常がギャップ結合の崩壊・タンパク質量低下を誘発し、GJB2 変異型難聴の発症や病態と重要
な関連性を有することが明らかとなった。ギャップ結合を持たないヒト株化培養細胞に CX26 や
CX30 の発現用プラスミドを遺伝子導入することでヒト細胞とヒト遺伝子変異の組み合わせによ
る様々なギャップ結合プラークを再現することができ、これを創薬指標とした薬剤スクリーニン
グへの活用が可能となった。創薬ツールとして更に有効と考えられるのが、患者本人の細胞を内
耳細胞へ分化させることを可能とする人工多能性幹（iPS）細胞である。我々は創薬と再生医療
を目的として 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、蝸牛での GJB2 変異型
難聴の病態を体外で再現する方法の開発に成功している（Fukunaga, Stem Cell Reports, 2016, 
7(6), 1023–1036）。現在、患者および保因者家族からの iPS 細胞樹立を進めており、その中で日本
人の典型的アレル頻度の 1 ～ 3 位までの変異、235delC、V37I、G45E/Y136X をホモ接合体で有
する iPS 細胞を樹立した。この 1 ～ 3 位だけで日本人の病的 GJB2 変異におけるアレル頻度の 8
割弱を占めると考えられる。これらの聴力レベルは第一位の 235delC が高度～重度、第二位の
V37I が軽度～中等度、第三位の G45E/Y136X が高度と異なる三段階の聴覚レベルを示す傾向が
ある。そのため、三段階の障害レベル（軽 / 中等度、高度、重度）に対応した病態解析や治療法
開発への活用が可能となる。これらの患者由来 iPS 細胞から疾患モデル細胞の作製を進めており、
これらを用いた GJB2 変異型難聴の薬剤開発が期待できる。
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CRISPR/Cas9 を用いたゲノム編集による 
遺伝性難聴 DFNA5 特異的 iPS 細胞作成と病態生理解析

細谷　　誠 1、佐伯　　翼 2、藤岡　正人 1、小川　　郁 1

1 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 慶應義塾大学　医学部　生理学教室

【はじめに】ゲノム編集技術とは、ゲノム上の塩基配列を人為的に改変編集する技術である。
DNA 二重鎖の切断とその後の修復機構を利用した技術だが、部位特異的な切断のための酵素の
技術革新がめざましく、Zinc Finger Nuclease（1996）、TALEN（2011）、CRISPR/Cas9（2012）
と、より特異性の高く効率的な技術が開発されてきた。本技術を用いて遺伝子ノックアウトのみ
ならず、ゲノム上の標的部近傍に DNA 二重鎖の切断を引き起こす際、相同組み換えが起こるよ
うに設計したターゲティングベクターを同時に導入することによって、遺伝子修復後の標的部位
に 1 塩基レベルで任意の変異を導入することができる。今回我々は、CRISPR/Cas9 を用いて、
健常者由来 iPS 細胞に DFNA5 遺伝子の病的変異を導入した DFNA5 特異的 iPS 細胞の作成を行
い、その病態生理を解析したので報告する。【方法】正常 iPS 細胞に対して、CRISPR/Cas9 発現
ベクターとセレクションカセットを組み込んだターゲティングベクターを導入し、DFNA5 特異
的 iPS 細胞を作成した。作成した iPS 細胞から内耳細胞分化誘導を行い、本遺伝子の発現および
その機能を評価した。【結果】CRISPR/Cas9 を用いて DFNA5 特異的 iPS 細胞の作成が効率的に
行えた。内耳細胞に分化誘導後、異常 DFNA5 mRNA の発現がみられた。【考察】DFNA5 は 10
歳台から認める両側進行性の難聴を特徴とする常染色体優性の遺伝性難聴疾患である。本疾患は、
同名の DFNA5 遺伝子の変異によって生じ、国内においても 2 家系の報告がされている 1）。本遺
伝子による難聴は神経節細胞と蝸牛内の上皮細胞の脱落によって生じると考えられている。本遺
伝子は 10 のエキソンからなるが、既報例では 7 番目のイントロンに病的変異を伴いスプライシ
ングの際に 8 番目のエキソンがスキップされて異常 mRNA が発現し、その結果細胞障害性を獲
得した異常タンパクが生じるために細胞死が引き起こされ難聴が進行すると考えられている。こ
のため、本遺伝子変異によって生じる異常タンパクの発現制御は、本疾患特異的な治療法の開発
につながる可能性がある。今回我々の検討からは、異常 RNA が恒常的に発現しているのではな
く、何らかの転写後調節機構によって制御されている可能性が示唆された。今後はこのスプライ
シング制御機構の理解に焦点を当て、細胞障害性タンパクをコードする異常 RNA 発現を抑制す
る手法を開発することで、進行性難聴を抑制する治療法を開発していきたい。
 1）Nishio, A et al.: Ann Hum Genet, 2014. 
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VP シャント留置症例に対する人工内耳手術

太田　有美 1、大崎　康宏 1、森鼻　哲生 2、佐藤　　崇 1、岡崎　鈴代 3、 
今井　貴夫 1、森本　千裕 4、北原　　糺 4、猪原　秀典 1

1 大阪大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 市立東大阪医療センター、 
3 大阪市立総合医療センター、4 奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

〈はじめに〉
近年、難聴だけでなく様々な合併症を有する乳幼児に対しても全身状態や発達を見極めながら

人工内耳手術を行うようになってきた。今回、先天性水頭症に対して脳室－腹腔（VP）シャン
ト留置されている症例に対して人工内耳手術を施行した症例を 2 例経験したので報告する。

〈症例 1〉脳梁欠損症、裂脳症、先天性水頭症（生後 2 カ月で VP シャント留置）
新生児スクリーニングで両側 refer であった。生後 4 カ月より補聴器装用した。
6 ヶ月　転居にて当科紹介となった。
補聴器は安定して使用出来るようになったが、装用閾値は 60 － 70dB 程度であった。発達遅滞、

内耳奇形（IP-I）があるも人工内耳の装用効果が期待できると判断し、
2 歳 6 ヶ月　左人工内耳埋め込み術施行（メドエル社　CONCERTO　compressed）
術後、言語発達は急速に進んだ。
5 歳 2 ヶ月　右人工内耳埋め込み術施行（メドエル社　CONCERTO　flex24）
シャントバルブを避けるため、人工内耳本体は耳介の前上方に設置した。シャントチューブは

耳介から離れた後方に走行しているため、幸い、術中シャントチューブが術野に露出することは
なかった。現在、VP シャントのトラブルもなく、両耳とも人工内耳を装用して活用できており、
コミュニケーションは音声メインとなっている。

〈症例 2〉Dandy-Walker 症候群、先天性水頭症（生後 4 日目に VP シャント留置）
新生児聴覚スクリーニングで両側 refer であった。生後 5 カ月より補聴器装用を開始し療育続

けるも、補聴器装用閾値は 60dB であり人工内耳が望ましいとの判断で、
2 歳 1 カ月　当科紹介となった。
当科初診時はまだ定頸していなかったため、運動面の発育を待ち、
3 歳 5 カ月　左人工内耳埋め込み術施行（メドエル社　SYNCHRONY　flex24）
IP-II があるため、短めの電極を選択した。
音入れ後、音に対する反応は良好に得られている。しかし、臥位で過ごす時間もまだ多く、サ

ウンドプロセッサが外れてしまい、家族が気づかない間にシャントバルブに近づいてしまって、
圧調整が変わってしまうことがあることが判明した。

〈まとめ〉
VP シャントは水頭症に対する標準治療である。通常、右側脳室から耳後部、頸部の皮下を通り、

腹腔までシャントチューブが走行する。人工内耳の留置位置とシャントバルブが近接すると磁場
の影響を受けて圧調整が変更される危険性がある。症例 1 は VP シャントが通る右側にも問題な
く人工内耳手術を行うことが出来たが、症例 2 は対側であるが現時点では磁場による影響を受け
ている。VP シャント留置例に人工内耳手術を行う場合は、術後の装用状態も考慮して検討する
必要がある。
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人工内耳埋め込み術が奏功した 
ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）の一症例

高井　俊輔 1、山内　大輔 1、本藏　陽平 1、白倉　真之 1、小林　祐太 1、 
日高　浩史 1、川瀬　哲明 1,2、香取　幸夫 1

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

【はじめに】ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）とは、多発血管性肉芽種症（GPA）、顕微
鏡的多発血管炎（MPA）、好酸球性多発血管炎性肉芽種症（EGPA）といった ANCA 関連血管
炎によって生じる中耳炎を包括的に捉えた疾患概念であり、難聴を初発症状として耳鼻咽喉科を
受診する機会の多い疾患である。OMAAV に伴う難聴は、内耳まで炎症が波及し両側聾となる
症例も多く、特に一旦聾になってしまった場合は、ステロイドや免疫抑制剤などによる保存的加
療での聴力の回復は困難とされている。OMAAV による両側聾に対する、人工内耳埋め込み術
を施行した報告は、本邦でも数例散見される。しかし、その症例の少なさゆえ、標準化された評
価基準などは、現在のところない。今回、当科で人工内耳埋め込み術が有効であった OMAAV
の一症例を経験したので報告する。【症例】症例は 52 歳男性。41 歳頃、左突発性難聴を発症し、
以降左側聾となった。2015 年 8 月に回転性めまいにて、近医耳鼻咽喉科を受診した。当時の純
音聴力検査では平均気導聴力が右 21.7dB、左スケールアウトであった。その後、段階的に右難
聴が進行し、2017 年 8 月に両側聾の診断に至り、2017 年 11 月に当科紹介となった。当科初診時、
両側鼓膜の混濁を認め、純音聴力検査は両側聾であり、血液検査では、MPO-ANCA 陽性であっ
た。上記より、OMAAV 確実例と診断した。難聴に対し、気導補聴器装用していたが音感は得
られず、コミュニケーションは筆談にて行っており、人工内耳の適応と判断した。側頭骨 CT で、
両側鼓室、乳突道内に軟部陰影認め、また左蝸牛に高吸収域を認めた。頭部造影 MRI で、左蝸
牛の一部に低信号化がみられ、CT 所見と合わせて骨化性迷路炎の存在が示唆されたため、術側
は右耳とした。しかし、右蝸牛や前庭周囲にも骨化傾向を認めたことから、挿入困難になる前の
可及的早期の施術が望まれ、2018 年 1 月に右人工内耳埋め込み術を施行した。インプラントは
メドエル社の Flex28 を使用した。右乳突洞、中耳腔は肉芽で充満しており、可及的に摘出した。
蝸牛内も肉芽で充満していたが、ダミー電極にて挿入可能か確認し、Flex28 を全電極挿入する
ことができた。術後 1 ヶ月での、音場閾値は 50dB 程度と一定の聴力改善が得られた。術後 3 ヶ
月での CI2004 語音聴取検査では、単語 64％、会話文 68% と音声だけでの意思疎通も可能となっ
た。術後は当院血液免疫科にて、全身検索の結果、難聴以外の多臓器の病変はなく、病態も安定
していることと、患者の希望もあって、ステロイドや免疫抑制剤は使用せずに経過フォローの方
針となっている。【考察】OMAAV の治療としては、まずステロイドや免疫抑制剤よる治療が選
択されることが多く、有効である。しかし、一旦聾になった場合、保存治療では聴力回復は困難
とされている。本症例では、人工内耳埋め込み術後、著名な聴機能改善を認め、本人の満足度も
良好であった。OMAAV による聾に対し、他に有効な治療がないため、人工内耳埋め込み術は
有用な治療法であると考えられる。しかし、OMAAV に対する人工内耳埋め込み術後の聴取成
績が不良であった報告もあることから、今後さらなる症例の集積や検討していく必要があると考
えられる。
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好酸球性中耳炎による高度難聴と考えられ、 
人工内耳埋め込み術を施行した 2 症例

北田　有史、金丸　眞一、金井　理絵、前谷　俊樹、坂本　達則、吉田　季来、竹内万理恵
北野病院

好酸球性中耳炎はニカワ状の耳漏や難聴が持続する難治性中耳炎で、病理学的には耳漏及び中
耳粘膜への好酸球浸潤が特徴的である。好酸球性中耳炎と考えられ、両側聾を呈した症例に対し、
人工内耳埋め込み術を施行し良好な経過をいられたため報告する。【症例 1】65 歳、女性。以前
より両側高度難聴を呈し、当科受診時には右 113.3dB、左 85.0dB（気導、3 分法）であった。両
側の鼓室内から肉芽病変が外耳道内に充満していた。肉芽の生検では明らかな好酸球優位の所見
は認めなかったが、保存的加療に抵抗性であったこと、膠状耳漏の継続、気管支喘息の合併、進
行性の感音難聴、他の全身症状を認めなかったことから好酸球性中耳炎と考えた。当院初診の約
2 年後には難聴がさらに進行し両側聾となった。耳漏より MRSA、緑膿菌を認めたが、耳漏が少
なく、中耳炎の活動性が左よりも右の方が軽度であると考えられたため、右人工内耳埋め込み術
を予定した。まず MRSA と緑膿菌に感受性のある抗生剤の点滴と右中耳根本術を施行し、外耳
道を縫縮した。その 4 ヶ月後に改めて右人工内耳埋め込み術（MEDEL、FLEX24）を施行した。
現時点で感染の再燃は認めず、CI-2004 による sentence Score は 96% と良好な結果を得られて
いる。【症例 2】67 歳、女性。両側の難聴及び耳漏にて他院より当院に紹介された。両鼓室から
外耳道に充満する肉芽を認め、ニカワ状の耳漏を伴っていた。初診時の純音聴力検査にて右
95.0dB、左 108.3dB（気導、3 分法）の高度感音難聴を認めた。両側の鼓室内肉芽の清掃・生検
術を施行し好酸球の浸潤を認め、気管支喘息を合併したため好酸球性中耳炎と診断。プレドニゾ
ロン 30mg より内服を開始し、約 2 か月間で 10mg まで漸減した。鼓室内の肉芽はほぼ消失し、
耳漏も著明減少したので右人工内耳埋め込み術（MEDEL FLEX28）を施行した。現時点では
CI-2004 による sentence Score は 91% と良好な結果を得られている。プレドニゾロンはさらに
漸減し、手術後 2 ヵ月半の時点で終了している。好酸球性中耳炎は、気道粘膜の一つである中耳
粘膜に好酸球主体の慢性炎症が持続している難治性の中耳炎である。炎症が内耳に波及し、感音
難聴をきたすと考えられる。そのため好酸球性中耳炎の発症初期では伝音難聴が主体であるが、
経過とともに 47％に骨導聴力の悪化が加わり、聾に至った者は 6％と報告されている。今回の 2
症例でもいずれも高度の感音難聴を呈し生活上で著明な支障を来していたため、聴力の改善のた
めに人工内耳の埋め込み術を行った。症例 1 は好酸球性中耳炎の罹病期間が長かったため、その
経過で耐性菌の感染が起こった可能性が考えられた。本来、好酸球性中耳炎は手術によるコント
ロールは困難であるといわれているが、感染を伴っていたため、人工内耳挿入前にできる限りの
消炎が必要と考え、段階手術とした。症例 2 はプレドニゾロン投与後に中耳病変が著明に改善し
たため、その時点で人工内耳手術を行ったが、長期ステロイド服用による副作用も懸念されたた
め、現在はプレドニゾロンを終了している。今後、好酸球性中耳炎の再燃がないか、厳重なフォ
ローアップが必要と考えている。本症例のように好酸球性中耳炎による高度難聴患者の人工内耳
手術においては、手術や投薬によって事前に病変をある程度コントロールしておく必要はあるが、
良好な術後成績が得られる可能性があり、聴覚を再獲得する手段として重要な手段であると考え
られる。
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人工内耳挿入後、MRI により人工内耳磁石逸脱をきたした 
神経線維腫症 2 型の一例

須納瀬知輝、日高　浩史、白倉　真之、本蔵　陽平、山内　大輔、香取　幸夫
東北大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】人工内耳術後の注意点の 1 つに MRI の施行が挙げられる。現在では 1.5 T までであ
れば、適切な前処置を施した後に MRI が可能な機種がほとんどである。今回、神経線維腫症 2
型の患者で、人工内耳挿入術後 4 か月半に施行された 1.5 T の MRI により体内磁石の逸脱が生じ、
外切開により観血的に整復を行った症例を経験したので報告する。

【症例】31 歳、男性
【既往歴】神経線維腫症 2 型
【現病歴】20 歳頃から進行性難聴が出現し、30 歳までは補聴器を装着していたが、その後筆談に
頼るようになった。2016 年 2 月に MRI で両側聴神経腫瘍と脊髄腫瘍を指摘され、神経線維腫症
2 型と診断された。人工内耳の強い希望があり、2017 年 3 月に当科で左人工内耳挿入術（Cochlear
社 CI512, counter advanced）を施行し、経過は良好であった。同年 8 月に他院で脊髄腫瘍の術
前 MRI（1.5T）検査を受けた際に、包帯を装着して検査を行ったが、人工内耳磁石が逸脱し、
同部に腫脹と疼痛が出現した。当科再来し、頭部単純写真で磁石上方が逸脱していることを確認
した。透視下に用手整復を試みたが整復困難であり（図 1）、全身麻酔科に外切開による磁石整
復を行った。

【手術所見】人工内耳挿入部より 1cm 外周の上方 120 度程度の弧状の皮膚切開とした。皮下組織
を剥離し、側頭筋下に磁石を確認した。側頭筋を皮膚の切開線より下方で切開し、磁石を露出さ
せ、さらにインプラントシリコンを全周性に露出した。磁石はすでに位置がずれていたため、剥
離子を近付けただけで容易に摘出された。磁石が磁性体の機械に引き寄せられてしまうため、非
磁性体のチタン製鉗子と細綿棒を用いて整復を行った（図 2）。人工内耳が完全に被覆されるよう、
側頭筋と側頭筋膜の切開部を吸収糸で閉鎖した。

【術後経過】術後の聴取能は問題なく経過し、現在も装用を続けている。
【考察】本症例で使用した Cochlear 社の人工内耳では、1.5 T の MRI を施行する場合、最大幅
10cm の伸縮性包帯で、最大伸縮幅あたりまで引き伸ばし、包帯の中心線がインプラントの上に
なるよう、2 回以上巻くという対応基準が設けられている。本症例は神経線維腫症 2 型のフォロー
のため、今後も定期的に MRI を行う必要がある。今回のような合併症が生じないよう、対応基
準の周知と遵守を徹底する必要があると考えられる。
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科間連携により防止可能と思われた MRI 後人工内耳磁石逸脱の一例

松本　　希、小宗　徳孝、吉田　崇正、中川　尚志
九州大学　医学部　耳鼻咽喉科

人工内耳電極は MRI 対応であり、人工内耳装用者は事前に適切な処置を行うことで安全に
MRI 撮影が可能である。しかし、このことは人工内耳装用者が MRI を「簡単に」撮影できると
いう意味ではない。われわれは人工内耳装用者が MRI 検査を受けた後磁石の逸脱を生じ、手術
による修復を必要とした症例を経験した。MRI 後の磁石逸脱やその修復は本来想定内の事象で
あるが、本症例に関しては経緯に反省点が多く、他施設にとっても参考となる点が多いと考えら
れたためここに報告する。【症例】9 歳男児で、精神発達遅滞と先天性高度難聴があり、人工内
耳を装用している。音声コミュニケーションは可能である。てんかん発作を繰り返すため精査目
的で小児科入院、鎮静下に MRI を含む種々の検査を受けた。小児科担当医は患児が人工内耳装
用者であることを把握しており、事前にメーカーに電話連絡し当該機種が頭部を圧迫した状態で
MRI 撮影ができることを確認していた。また小児科担当医は知り合いの耳鼻咽喉科医師に MRI
撮影時の注意点を問い合わせ、その医師から「人工内耳の体内機の部分を弾力包帯で強く圧迫し
た上で撮影する」という助言を得ていた。小児科担当医により頭部を包帯で圧迫した状態で静脈
鎮静を行い MRI 室に入室した。撮影中何度も覚醒し撮影が中断し、静脈鎮静薬を使い切っても
体動が大きいため MRI 撮影は中止された。撮影された MRI はアーチファクトのため右大脳半球
が全く写っていなかった。患児はその後も興奮状態が続き、転倒し頭部裂創を生じ縫合を要した。
退院後、人工内耳のプロセッサーは装着できるものの磁石部分が発赤し、触るとへこむと母親が
気づいていたが様子を見ていた。聴覚特別支援学校の教師が磁石部分の異常に気づき、当科人工
内耳外来に問い合わせの連絡を入れて初めて人工内耳外来担当者が一連の事象を知ったのは
MRI 撮影から 3 週後であった。急遽受診し頭部レントゲンを撮影したところ磁石はアンテナの
平面より外側に変位しており、磁石逸脱症例と診断した。全身麻酔下に人工内耳の磁石入れ替え
手術、手術中 MRI を撮影した。その後患児は頭蓋内に明らかな病変を有さない全般性てんかん
と診断され、脳梁離断術を受けた。患児は現在も人工内耳装用下に音声コミュニケーションが可
能である。【考察】当院では人工内耳装用者の MRI 撮影の可否について問い合わせがきた場合の
返答テンプレートをあらかじめ作成しており、救命目的の緊急 MRI 以外は人工内耳外来チーフ
から後日連絡するという方針になっていた。しかし、問い合わせを受けた耳鼻咽喉科医師は、す
でに MRI 撮影することが決まっている患者の注意点のみを質問されたため、その質問に答える
形で返答したため人工内耳外来チーフに連絡が行くことはなく、磁石が逸脱してから連絡を受け
るという結果となった。本症例に関しては、てんかんの精査目的の MRI であれば側頭葉の撮像
が必要なため、そもそも磁石を抜いた上での MRI 撮影を進言する必要があった。当施設では早
くから人工内耳装用者の MRI 撮影時の取り決めについて放射線科と連携するなど、本事例を予
防する準備をしていたつもりであった。今回の事例を元に、当施設では人工内耳装用者の MRI
撮影は耳鼻咽喉科からのオーダーのみを受け付ける、MRI 撮影前の頭部圧迫処置は耳鼻咽喉科
で行うなどのルールを明文化した。人工内耳装用者の MRI 撮影の機会は今後も増えると思われ
る。各施設で複数の科で連携をとること、取り決めも定期的に見直し／再確認することといった
作業が必要になると考えられた。
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人工内耳手術を施行した内耳奇形を伴う難聴症例の検討

佐久間直子 1、荒井　康裕 2、木谷　有加 4、高橋　優宏 3、折舘　伸彦 2

1 横浜市立大学付属市民総合医療センター　耳鼻咽喉科、 
2 横浜市立大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、3 国際医療福祉大学三田病院　耳鼻咽喉科、 

4 茅ヶ崎市立病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】　先天性難聴の約 20% で内耳奇形を伴うとされている。人工内耳の適応は以前と比
較して拡大されてきており、内耳奇形を伴う症例の手術や術後成績についての報告も増えてきて
いる。内耳奇形が伴わない症例と比較すると、手術時の合併症の頻度が高く、術後聴取能も十分
に得られない傾向があるとされている。今回当科で人工内耳手術を施行した症例の中で、内耳奇
形を伴う症例について検討したので報告する。【対象】　2007 年 1 月から 2017 年 12 月までに人
工内耳手術を施行し経過が確認できている 18 歳以下の小児症例のうち、内耳奇形を伴う 12 例
14 耳を対象とした。4 例では精神発達障害の診断がついていた。奇形は Incomplete partition 
type II（IP-II）3 例（うち半規管低形成の合併 2 例）、前庭水管拡大症 5 例、蝸牛神経管狭窄 2
例（うち半規管低形成の合併 1 例）、内耳道狭窄と蝸牛神経管狭窄の合併が 2 例であった。難聴
と診断された年齢は 0 歳から 3 歳 6 か月、人工内耳手術時の年齢は 1 歳 9 か月から 9 歳 4 か月（中
央値 4 歳 6 か月）、人工内耳装用期間は 8 か月から 10 年 4 か月であった。使用している機種はコ
クレア社 11 耳、メドエル社 3 耳であった。人工内耳の両耳装用は 2 例、残りの 10 例は人工内耳
と補聴器を装用していた。【結果】手術時に Gusher が認められたのは 3 例であった。全 12 症例で、
人工内耳の装用閾値は 25 － 45dB の範囲内であった。術後の語音聴取成績は 11 例で CI2004（試
案）を用いて評価し、静寂下単語にて IP-II3 例は 80 － 100％、前庭水管拡大症 5 例は 56 －
100％、蝸牛神経管狭窄 3 例は 24 － 100％の結果であった。残りの 1 例は内耳道狭窄と蝸牛神経
管狭窄の合併例であり、発達障害のため CI2004（試案）での評価は困難であり、IT-MAIS にて
29 点であった。【考察】　人工内耳の装用閾値は奇形によらず全例で 45dB 以内であった。人工内
耳手術施行後の聴取成績については幅があったが、IP-II や前庭水管拡大症を伴う症例に比べ、
蝸牛神経管狭窄を伴う症例で低い傾向があった。内耳奇形を伴う先天性難聴症例への人工内耳手
術は今後も増加すると推察されるが、どのような症例で十分な聴取能が得られない可能性がある
かなどを検討していく必要があると考えられた。
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蝸牛閉鎖症例への人工内耳植込み術

河野　　淳 1,2、白井　杏湖 1,2、太田　陽子 1,2、池谷　　淳 2、冨岡　亮太 1,2、 
赤井　　亮 1,2、塚原　清彰 1

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

高度難聴者への人工内耳埋め込み術の耳鼻咽喉科で一般的に行われる治療法となり、様々な症
例を経験する。今回蝸牛閉鎖症例で、基底回転のみの閉塞例、基底回転に加えて中回転までの閉
塞例の 2 症例について、良好な聴取が得られているので、手術を中心に報告する。症例 1：56 歳
の男性。右半身脳性麻痺で右は先天性難聴、左は 6 年前に難聴悪化。他院で手術不可と言われ、
当科 2nd opinion で受診。PTA：両側 110dBSO、左 HA:SO、67-S：0％、CT：両耳内耳正常、
MRI：右は蝸牛正常、左は基底回転 3 ／ 4 は輝度低下あり。左の手術で、手術が難しいこと、最
悪電極挿入ができない可能性があること、電極挿入できても聞き取りが悪い可能性があることを
IC し、左の AB900K 人工内耳植込み術施行する。手術は外耳道アプローチにて、RWN 上部を
削開し蝸牛を確認すると出血性の肉芽有り、基底回転前方部（1 ／ 2）まで削開する、前方から
上部は角短針にて肉芽を上方へ可能な限りそう爬除去する。ダミー電極を挿入すると、全ての電
極が挿入されたので、AB900K 電極を挿入する。すべての電極が挿入され、外耳道後壁は筋膜と
骨片にて形成し、手術終了となる。術後の聴取は閾値：31dB、67S：25%、CI2004 の単語：
72％、文：70％と良好である。症例 2：45 歳の男性。10 年前に細菌性髄膜炎にて意識障害、脳
梗塞、両側高度難聴出現。同 5 月当科を紹介される。初診時 PTA：両側 130dBSO、補聴器での
効果なく、CT：一部蝸牛閉鎖、MR：リンパ液の存在無し。人工内耳埋め込み術が困難である
可能性があること、電極の埋め込みができても反応が不良で聞き取りが不十分である可能性があ
ることを IC し、同 7 月右耳に人工内耳埋め込み術（MedEl 社製 Combi40+）を試行した。ルー
チン通り、耳後切開、乳突蜂巣削開術、後鼓室開放術から蝸牛開窓を行うも蝸牛内は肉芽のため、
外耳道アプローチを行った。ツチ骨長脚を骨折させ、キヌタ骨を除去し、可能な限り基底回転を
削開したが一部骨化所見があり肉芽が充満しており、蝸牛中回転の削開を行った。中回転にも肉
芽が充満していたが、蝸牛の走行にそって開窓し、肉芽を丁寧に周囲から剥離するように除去す
ると蝸牛中回転から基底回転までの蝸牛が開窓されたので、後鼓室開放術部から電極を挿入した。
9 対目までの電極が蝸牛内に挿入した。術後の聞き取りでは閾値：29dB、67S：30％、CI2004 の
単語 84％、文 81％と良好となっている。以上手術ビデオを中心に発表する。

O-129



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 402, 2018

人工内耳手術を行った内耳奇形 60 症例の検討

南　修司郎 1,2、山本　修子 1,2、加我　君孝 2,3

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

3 国際医療福祉大学クリニック　言語聴覚センター

【背景】内耳奇形症例に対する人工内耳医療は、外リンパ噴出や顔面神経走行異常など手術に関
する困難さもあるが、未だまとまった症例数での長期の報告は少なく、その装用効果を予想する
ことは難しい。また日本では、聴性脳幹インプラントは保険適応となっておらず、重度の内耳奇
形があっても聴覚の活用を目指すのであれば人工内耳手術を選択せざるを得ない。現在、最も標
準的に使用されている内耳奇形の分類法は、Jackler の分類を改良した Sennaroglu の分類である
が、やや複雑化してきており判断に迷う症例もある。今回当院で人工内耳手術を行った内耳奇形
60 症例を蝸牛軸の有無と蝸牛神経低形成の有無にわけ、術中電気誘発聴性脳幹反応（EABR）
とその装用効果について検討する。【対象・方法】当院で人工内耳手術を行った内耳奇形 60 症例
を対象とした。初回の手術時年齢は 1 歳 6 ヶ月から 68 歳で中央値は 3 歳で、現在の年齢は 2 歳 6 ヶ
月から 72 歳で中央値は 8 歳であった。両側人工内耳手術を行われたのは 15 例であった。蝸牛軸
の有無と蝸牛神経低形成の有無で 4 グループ（Group1: 蝸牛軸あり＋蝸牛神経正常、Group2: 蝸
牛軸あり＋蝸牛神経低形成、Group3: 蝸牛軸欠損＋蝸牛神経正常、Group4: 蝸牛軸欠損＋蝸牛神
経低形成）に分けた。EABR は、術中にスピーチプロセッサを通して人工内耳電極より刺激した。
V 波が 4.5ms 以内に明瞭に認めるものを「典型」、それ以外を「非典型」とした。【結果】
Group1 は 23 例で、前庭水管拡大のみを認めるものが 15 例、Incomplete partition type II ＋前
庭水管拡大が 3 例、半規管低形成のみが 5 例であった。術中 EABR を測定した 15 耳中 14 耳で「典
型」波形が得られ、現在の人工内耳装用効果は CAP（Categories of Auditory Performance）ス
コアで 4 点以上が 19 例（83%）であった。乳幼児期に人工内耳手術を行い就学している 12 例中
7 例（58%）が通常学校であった。Group2 は 18 症例で、cochlear hypoplasia type III ＋蝸牛神
経低形成が 5 例、内耳道狭窄もしくは蝸牛神経管狭窄が 13 例であった。術中 EABR を測定した
20 耳中 4 耳（20%）で「典型」波形が得られ、CAP スコア 4 点以上は 9 例（50%）であった。
乳幼児期に人工内耳手術を行い就学している 5 例全てが聾学校などの支援学校に就学していた。
Group3 は 7 例で、Incomplete partition type I（IP-I）が 6 例、Incomplete partition type III が
1 例であった。術中 EABR を測定した 5 耳中 1 耳（20%）で「典型」波形が得られ、CAP スコ
ア 4 点以上は 3 例（43%）であった。乳幼児期に人工内耳手術を行い就学している 4 例中 1 例が
通常学校であった。Group4 は 12 症例で Common cavity が 5 症例、IP-I が 7 症例であった。術
中 EABR を測定した 17 耳中 10 耳（59%）で「典型」波形が得られ、CAP スコア 4 点以上は 6
例（50%）であった。乳幼児期に人工内耳手術を行い就学している 8 例中 1 例が通常学校であっ
た。【考察】Group1 は、軽度の内耳奇形であり、術中 EABR「典型」率と人工内耳装用効果は
ともに高かった。Group2 は術中 EABR「典型」率は低く、人工内耳装用効果が得られていても
重複障害などのため支援学校に就学している児が多かった。Group3 も術中 EABR「典型」率は
低く、聾学校に就学している率が高かった。Group4 は、蝸牛前庭神経から蝸牛神経が分離して
いないが、明瞭な蝸牛前庭神経が確認できる場合は術中 EABR「典型」率は高かったが、人工
内耳装用効果はばらつきが多く、聾学校を選択する児童も多かった。【結論】蝸牛軸の有無と蝸
牛神経低形成の有無で、シンプルに内耳奇形を分類し、人工内耳手術中の EABR と、人工内耳
装用効果について検討した。内耳奇形がない児に比べると、内耳奇形がある児は発達がゆっくり
であり、より長期の経過を診ていく必要があると考えている。
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当科で施行した残存聴力活用型人工内耳 
（EAS：electric acoustic stimulation）8 例の検討

冨岡　亮太、河野　　淳、白井　杏湖、太田　陽子、赤井　　亮、塚原　清彰
東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

近年、残存聴力のある低音部は補聴器を用いた音響刺激で、重度難聴の高音部は人工内耳を用
いた電気刺激で音を送り込む残存聴力活用型人工内耳（EAS：Electric Acoustic Stimulation）
が開発され有用性が報告されている。今回当院で経験した EAS 症例につき聴取能を中心に検討
したので報告する。
対象：2015 年 4 月～ 2017 年 4 月までに東京医科大学病院で EAS 挿入術を施行した 8 症例。
方法：EAS 装用患者において下記の項目においてそれぞれ検討した。術前と、術後 1 ヵ月・
3-6 ヵ月・12 ヵ月以上経過した時点での裸耳平均聴力術前の裸耳での最高語音明瞭度（67-S）と、
術後 1 ヵ月・3-6 ヵ月・12 ヵ月以上経過した時点での EAS 装用下での 67-S・　術後の EAS 装用
閾値の推移術後簡易自己評価（当科で独自に作成した評価紙）の推移術後の聴取能（CI2004 単語・
文）の推移。
結果：対象例の EAS 手術時の平均年齢は 43 歳（29-62 歳）、男性 4 例、女性 4 例であった。術
前の裸耳平均聴力は 83dB、最高語音明瞭度は 57.5% であった。術前の裸耳聴力と、術後 1 カ月・
3-6 カ月、12 カ月以上の時点での裸耳残存聴力の各症例の平均値を図 1 に示す。術後低音部
125,250,500Hz の聴力が損失した例はなかったが、聴力閾値は平均で 15-21dB 上昇していた。手
術後 1 ヶ月時点と 3-6 ヶ月時点での変化はなかったが、12 ヶ月以上経過した時点で閾値が上昇す
る傾向にあった。最高語音明瞭度は術前裸耳に比べて術後 EAS 装用下で全例で改善していた。
EAS 下での聴取能の経過として、CI2004 単語、文ともに経時的な変化は認められなかった。簡
易自己評価では術後装用期間が経過するにつれ、不変もしくは上昇を認める例が多かった。
考察：先行研究では、裸耳平均聴力は手術後 3 ヶ月までは悪化するが、その後手術後 3-6 ヶ月の
間に改善するという報告がみられていたが、当科の症例においては、125,250,500Hz の裸耳聴力
は術前と比べ術後 1-6 ヶ月時点での 15-20dB 悪化し、その後は経時的に悪化する例が多かった。
手術後 6 ヶ月までの聴力の悪化は手術による影響が考えられるが、その後の経時的な悪化につい
ては、手術時の蝸牛損傷による悪化なのか、元来進行性難聴の経過をとっている例が多く、自然
経過としての経時的な悪化なのか判断は難しい。術前後の聞き取りの自己評価を比較すると、全
例において術後 EAS 装用下で改善していた。高音急墜型を示す聴力型のため、EAS 手術前まで
はうまく補聴器を適合できなかった例において、EAS の確かな有用性を確認できる結果であった。
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FLEX28R, FLEXsoftR 人工内耳電極を使用した症例の 
残存聴力温存に関する検討

茂木　英明、西尾　信哉、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

【はじめに】
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 2014 年から保

険適応となり、広く行われるようになっている。現状では、MED-EL 社の人工内耳電極
FLEX24（24 ミリ長）の電極が標準的に使用され、対応するオーディオプロセッサーとして、電
気刺激と音響刺激のユニットを併せ持つ SONNET EAS が用いられている。現在、様々な長さ、
形状の電極がリリースされているが、EAS の登場や人工内耳の聴力レベルでの適応拡大から、
現在の人工内耳のトレンドは「低侵襲」と「残存聴力の温存」である。FLEX24 電極は現在
EAS の際に標準的に用いられる電極であるが、通常の人工内耳として、電気刺激単独での聴取
能の評価では、短い電極よりも長い電極のほうが優れているという報告がある（Buchman, et al. 
2014）。EAS を適応する、高音急遂型難聴の患者であっても、経時的な難聴の進行により、低音
部分の聴力が低下した場合は電気刺激のみによる聴取となる。あらかじめより長い電極を挿入し
ておけば、将来的に難聴が進行した場合においても良好な聴取を維持できると思われるが、その
ためには長い電極での残存聴力の温存が可能か検討が必要である。我々は、通常の人工内耳の適
応症例のうち、現行の EAS の適応には該当しないものの、低音部に残存聴力を有する症例に関
して、術後の残存聴力の状態を検討した。

【対象と方法】
2013 年から 2017 年までに当科で人工内耳手術を行った 102 症例（132 耳）。解析の対象は、純

聴力検査が可能である 6 歳以上とし、MED-EL 社の FLEX28（28 ミリ）または FLEXsoft（31
ミリ）を使用した症例である。術前の低音部の残存聴力として、低周波 3 周波数の平均が 80dB
未満とした。手術は全例、正円窓アプローチによる低侵襲手術を行った。

【結果】
18 症例が術前に低音部の残存聴力を有していた。術後 6 ヶ月の純音聴力検査では、17 症例で

残存聴力が確認され、そのうち 9 症例はほぼ完全な低音部聴力の温存が可能であった。また、年
齢別の解析では、低年齢の症例の方が残存聴力の温存が良好である傾向が認められた。

【考察とまとめ】
保険診療で認可されている FLEX24 よりも長い電極であっても、低音部の聴力が温存可能で

あることが示唆された。長い電極を用いることで、将来的な低音部の難聴の進行に対して、電気
刺激単独での良好な聴取を担保することができれば、患者さんにとってのメリットとなると考え
られる。また、難聴の原因遺伝子の診断によって、難聴の経過、進行の程度などを推測できれば、
最適な長さの電極が選択できるようになると思われる。
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BOR 症候群典型例と非典型例の臨床遺伝学的検討

貫野　彩子 1,2,3、務台　英樹 2、奈良　清光 2,5、守本　倫子 4、仲野　敦子 5、杉内　智子 6、 
岡本　康秀 7、増田佐和子 8、勝沼紗矢香 9、増田　正次 10、小川　　郁 3、松永　達雄 2

1 日本鋼管病院　耳鼻咽喉科、2 国立病院機構東京医療センター　感覚器センター、 
3 慶應義塾大学病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、4 国立成育医療研究センター　耳鼻咽喉科、 

5 千葉県こども病院　耳鼻咽喉科、6 関東労災病院　感覚器センター、 
7 東京都済生会中央病院　耳鼻咽喉科、8 国立病院機構三重病院　耳鼻咽喉科、 
9 兵庫県立こども病院　耳鼻咽喉科、10 杏林大学医学部付属病院　耳鼻咽喉科

【背景】
BOR 症候群（Branchio-oto-renal syndrome）は鰓原性奇形（側頸瘻、耳瘻孔、外耳奇形）、難

聴、腎形成不全を呈する常染色体優性遺伝疾患であり、本邦では難病に指定されている。症候群
性難聴の中で浸透率が高い疾患の一つで、表現型が多様だとされる。責任遺伝子は 8q13.3 上の
EYA1、14q23.1 上の SIX1 変異、19q13.32 上の SIX5 変異が報告されている。現在まで欧米や
東アジアにおいて BOR 症候群の診断基準を満たさない症例で責任遺伝子である EYA1 と SIX1
の変異が認められたという複数の報告があり、診断基準を満たさないまでも BOR 症候群が疑わ
しい症例が存在することが示唆されている。早期介入を可能にするため、BOR 症候群の診断基
準を満たすまたは一部のみ満たす症例を遺伝子解析し、典型例と非典型例でどの程度遺伝学的診
断が可能か検討した。

【対象と方法】
10 歳以前の発症が疑われた難聴を主訴に受診し、国立病院機構東京医療センターで遺伝子検

査が施行された症例のうち、臨床症状から BOR 症候群典型例、非典型例にあたる症例を抽出した。
BOR 症候群典型例は診断基準に則り、3 つの主症状（頸瘻孔、難聴、耳瘻孔、耳介奇形、腎奇形）
を満たす場合、2 つの主症状と 2 つの副症状（外耳奇形、中耳奇形、内耳奇形、副耳、顔面非対称、
口蓋奇形）を満たす場合、もしくは 1 親等に家族歴のある場合は 1 つの主症状を満たす場合とし、
非典型例は診断基準における主症状 2 つを満たす場合、または主症状 2 と副症状 1 つを満たす場
合とした。遺伝子解析は国立病院機構東京医療センター聴覚平衡覚研究部でサンガー法、MLPA
解析、次世代シークエンスなどを用いて行われた。

【結果】
10 歳までに難聴を生じた 2013 家系のうち、BOR 症候群典型例は 14 家系 22 症例、非典型例

は 13 家系 13 症例で認められた。典型例のうち 7 家系 15 症例に BOR 症候群の家族歴があり、
非典型例ではどの症例も家族歴はなかった。典型例 22 症例の臨床所見は、難聴を 21 例（95%）、
耳瘻孔を 18 例（82%）、頸瘻孔を 15 例（68%）、腎奇形を 6 例（27%）、耳介奇形を 6 例（27%）
で認めた。非典型例 13 症例においては、難聴を全例（100%）、耳瘻孔を 9 例（69%）、腎奇形を
2 例（15%）、耳介奇形を 2 例（15%）で認めた。典型例のうち 10 家系 17 症例（77％）に EYA1
変異が認められ、その内訳はミスセンス変異 4 家系 4 症例、フレームシフト変異 3 家系 7 症例、
大欠失 3 家系 6 症例であった。変異が認められた典型例のうち、6 家系 13 症例に家族歴があり、
4 家系 4 症例は孤発例であった（2 症例は両親にも遺伝子変異はなく de novo、もう 2 例は両親
未検査）。変異が認められなかった 4 家系 5 症例のうち 1 家系 2 症例には家族歴があった。これ
に対し、非典型例は 13 症例中 11 症例において EYA1、SIX1、SIX5 の変異は認められなかっ
た（2 症例は目下解析中）。

【考察】
今回 BOR 症候群典型例で認められた臨床像は過去の報告と比較し、難聴、耳瘻孔の頻度が高

いことは一致していたが、腎奇形の頻度が低かった。今回は小児難聴症例を母集団としているた
め、難聴のない症例が含まれないことの影響と考えられ、耳鼻科を受診する BOR 症候群の患者
層の特徴と思われた。また、非典型例では典型例と比較し、頸瘻孔が認められなかったのが特徴
的であり、頸瘻孔が BOR 症候群の特異な要素である可能性も示唆された。

遺伝学的診断に関して、BOR 症候群典型例においては臨床的に診断確定とされた 77％で遺伝
子変異が認められ、有効性が高いと思われた。非典型例では、遺伝子解析の終了している非典型
例 11 症例では全例で遺伝子変異が認められず、日本人では既知原因遺伝子の関与は低いと考え
られた。また、家族歴があるが遺伝子変異が認められない 1 家系から、BOR 症候群を引き起こ
す未知の遺伝子変異がある可能性が示唆された。
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難聴が疑われて精密聴力検査を行った低出生体重児の病態

岡野　高之、谷口　美玲、大森　孝一
京都大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

低出生体重児とは、出生時に体重が 2,500g 未満の新生児と定義され、在胎週数が短く出生し
た早産と、在胎週数と比べて体重増加が不良である子宮内発育不全の要因が考えられる。2010
年の厚生労働省の報告によれば、低出生体重児の割合は、単産では 1975 年には 4.6％であったが、
年々増加し 2009 年には 8.3％となっており、複産の場合の低出生体重児の割合はさらに、1975
年は約 50％であったが、2009 年には 73.7％となった（出生に関する統計　平成 22 年 厚生労働
省 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo06/syussyo2.html#05）。
医療技術の進歩に伴い、かつては死産となっていた新生児が生存できるようになり、出生率が低
下している我が国では、今後も低出生体重児への健康管理や医療・療育は社会的要請となると考
えられる。低出生体重と難聴の関連は以前より知られており、1994 年の米国 Joint Committee of 
infant heairng では 1,500g 未満の低出生体重を新生児難聴の危険因子として挙げているほか、
2014 年の Karaca らの報告でも OAE による新生児聴覚スクリーニングにおいて低出生体重児は
Refer となる頻度が有意に上昇したと述べている。しかし他方では低出生体重は単独では難聴を
生ずる因子とはならず、低出生体重にともなういくつかの要因が複合して先天性もしくは新生児
期の難聴が生ずるという意見もあり、2007 年の米国 Joint Committee of infant heairng では難聴
の危険因子から 1,500g 未満の低出生体重を省いている。先天性または新生児期の難聴を有する
児を早期に発見し適切な介入を行うことは、言語や社会性の発達において重要であることは言う
までもないが、低出生体重児における難聴の病態や予後については今後も知見の蓄積が必要と考
えられる。そこで今回我々は難聴が疑われて精密聴力検査を行った低出生体重児の臨床的検討を
後ろ向きカルテレビュー方式で行った。2004-2015 年の 12 年間で難聴が疑われて精密聴力検査を
おこなった 2,500g 未満の低出生体重児 47 例を検討対象に含めた。内訳は女児 29 例 男児 18 例で、
初診時の平均月齢は 6 ヶ月であった。42 例では新生児聴覚スクリーニングを実施されていたが、
5 例では未実施もしくは不明であった。両側の難聴を有したものが 21 例、一側の難聴を有した
ものが 15 例であり、残りの 11 例では異常なしと診断されて経過観察となった。低出生体重児に
おける難聴では、胎内感染や染色体異常等による多重奇形、発達障害、頭蓋内、心臓、呼吸器の
治療を必要とする病態の合併が予想され、難聴についての診察や検査がしばしば困難である。ま
た聴神経の成熟とともに初診時見られた難聴が改善していく症例を経験する一方で、経過中に難
聴の変動や進行を示す例が見られることから、低出生体重児においては聴覚や言語発達について、
注意深い経過観察を継続していくことが必要だと考えられた。
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乳幼児期学童期の両側新生児聴覚スクリーニングパス後に 
発見された後発性・進行性難聴について

椎名　和弘 1、小泉　　洸 1、佐藤　輝幸 1、中澤　　操 2、山田武千代 1

1 秋田大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座、 
2 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

【はじめに】新生児聴覚スクリーニング（以下新スク）の普及に伴い、先天性難聴児の早期発見
が可能となった一方で、新スクを両側パス後に難聴が発症することもある。また、若年発症型両
側性感音難聴は指定難病であり、遅発性かつ若年発症（40 歳未満の発症）、両側性、遅発性難聴
を引き起こす原因遺伝子が同定され、既知の外的因子によるものが除かれている、という条件す
べて満たす感音難聴のことである。遅発性の若年発症については、新生児聴覚検査、1 歳半健診、
3 歳児健診、就学時健診のいずれかの時点において難聴がないことを証明される必要がある。そ
こで今回、新スクを両側パスした後に難聴が疑われ、当科を受診した乳幼児期学童期で難聴が判
明した症例について検討を行った。【対象と方法】秋田県で新スクが開始された 2001 年以降に出
生し、2017 年 4 月現在までに秋田大学病院耳鼻咽喉科を受診して難聴と診断された児の中で、
新スクで両側パスだったことが判明した児を対象に、難聴発見の経緯、聴力、聴力型、画像所見
などを検討し、新スクパス後の難聴児について観察した。尚、難聴の診断基準は、両耳または左
右どちらかの耳の平均聴力が純音聴力検査 4 分法で 25dB 以上、または 25dB 以内でも耳鼻科医
が難聴ありと診断した児（低音障害型や dip 型などを含む）とし、滲出性中耳炎、機能性難聴、
外傷による難聴、脳腫瘍や放射線の影響による難聴は除外した。【結果】新スクパス後難聴の判
明した児は 25 人（男 11 人、女 14 人）であった。初診時年齢の分布は（2 歳 2 ヵ月～ 14 歳 9 ヵ月）
で平均は 8 歳 0 ヵ月であり、9 歳での受診が最も多く 6 人、次いで 6 歳の 4 人、8 歳と 11 歳が 3
人の順であった。難聴が疑われ耳鼻咽喉科を受診した直接的なきっかけは、多い順に学校検診
11 人、就学時健診 5 人、家族に難聴者がいる・学校や保育園の先生からの勧め 2 人、家庭での
気づき・3 歳児健診・本人の訴え・耳鼻科医院や小児科からの紹介が各 1 人だった。後発性・進
行性難聴の原因が、画像所見、遺伝子検査、現病歴等などから判明したのは 25 人中 7 人で、原
因としては蝸牛神経管狭窄（2 人）、前庭水管拡大症・高位頸静脈球（2 人）、遺伝子変異・突発
性難聴・症候群性・家族性難聴（各 1 人）であった。【考察】生まれながらに難聴のある子供の
生まれる割合はおよそ 1000 人に 1 人と言われているが、学童期になると 1.51-2.2 人に増加する
という報告（Watkin ら 2011）（Holzinger ら 2016）がある。また、本邦でも新スクをパスした
にもかかわらず、後発性や進行性難聴を来す例が報告されている。秋田県の新スク受験率は、
2012 年以降ほぼ 100％で、2012 ～ 2015 年の新スクによる両側性難聴の発見は 26 人となり 2012
～ 2015 年の合計の出生数 24651 人から割合を算出すると 1.05/1000 人となっている。この出生
数から予測される学童期の難聴児の人数を類推するとおよそ 37 ～ 54 人でありおよそ 10 人～ 30
人が学童期までに新たに難聴を来すと予測される。今回は秋田県内でも当科のみの調査であり、
両側性だけでなく一側性や、平均聴力が 25dB 以下の難聴児も含まれたが、新スクパス後に難聴
を来す例がかなりの数いることが判明した。また今回の検討では耳鼻科初診時の年齢は9歳、6歳、
8 歳と 11 歳の順に多く、就学時健診や学校検診の難聴発見における役割の大きさがうかがえるが、
必ずしもこの年齢で難聴になるというわけではない。それは、きこえにくさに家庭で気付いてい
る場合や、言葉の遅れや構音の曖昧さがあるというエピソードにも表れている。新スクから就学
前検診までの間に機器による他覚的な聴覚スクリーングがないことが課題である。今後、後発性・
進行性難聴の原因診断では、画像診断、遺伝子解析、先天性サイトメガロウィルス感染症の早期
診断などが重要であり、難聴児早期発見の体制を維持継続し、発展させていくことが必要である。
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新生児聴覚スクリーニング精密検査児の滲出性中耳炎

増田佐和子、臼井　智子
国立病院機構　三重病院　耳鼻咽喉科

【目的】
新生児聴覚スクリーニングでリファーとなった児に精密検査を行う際に滲出性中耳炎（OME）

を合併している場合、その評価や対応に迷うことも少なくない。そこで、精密検査時における
OME の実態とその予後を知ることを目的とした。

【方法】
2013 ～ 2017 年の 5 年間に新生児聴覚スクリーニングでリファーとなり受診した 185 例のうち、

当科で精査を行った 182 例を対象とした。診療録から性別、聴性脳幹反応検査（ABR）および
聴性定常反応（ASSR）による精査時月齢、OME の有無、OME が認められた症例の背景因子、
聴力、対応と予後などを検討した。

【結果】
背景：性別は男児 99 名、女児 83 名、精査時月齢は 2 ～ 32 ヵ月で、うちわけは 2 ヵ月 58 例
32％、3 ヵ月 72 例 40％、4 ヵ月 12 例 7％、5 ヵ月 10 例 6％、6 ヵ月 12 例 7％、7 ヵ月以上が 18
例 10％であった。
OME 罹患率と診断の根拠：OME は 37 例 20％（57 耳 16％）に認められ、罹患側は一側が 17 例、
両側が 20 例であった。診断の根拠として鼓膜所見は 308 耳 84% で評価可能、41 耳 11％で評価
困難、11 耳 4％で観察不可能であった。ティンパノグラムは 169 耳 46％で評価可能、161 耳
44％で評価困難、31 耳 8％で実施不可能、3 耳 1％で未実施であった。CT は 153 例 306 耳 84％
に実施し、実施した全例で評価可能であった。
合併症と OME 有症率：口蓋裂のある 7 例中 6 例 86％に OME を認め、口蓋裂のない 175 例の
OME 有症率 18％に比べて有意に高率であった（p＜0.001）。ダウン症の 5 例の同有症率は 40％で、
ダウン症でない 177 例の 20％との間に有意差を認めなかった。何らかの合併症のある 58 例の同
有症率は 31％であり、合併症のない 124 例の 15％に比べて有意に高率であった（p=0.014）。
精査時鼓膜切開：初回精査時、OME を認めた 37 例中 3 例 8％（57 耳中 5 耳 9％）に検査前に鼓
膜切開を行った。2 回目の精査は 24 例に実施し、13 例 54％で OME は認められなかった。OME
を認めた 11 例中 3 例 27％（18 耳中 6 耳 33％）に鼓膜切開を行った。
OME 合併児の聴力：最終診断は両側正常 23 例、一側難聴 3 例、両側難聴 11 例であった。OME
があり最終的に正常と診断した 40 耳において、初回 ABR の V 波閾値は 25 ～ 70dBnHL（平均
±1SD：47±14dBnHL）であった。
治療と経過：OME の観察期間は 0 ～ 49 ヵ月であった。22 例 59％は経過観察のみ、6 例 16％は
鼓膜切開のみ、7 例 19％は換気チューブ留置術、1 例 3％は薬物療法を施行し、1 例は転医した。
2018 年 5 月時点で、治癒 19 例 51％、持続 12 例 32％、転医などで不明 6 例 16％であった。経過
観察のみで治癒したのは一側例 12 例中 11 例 92％、両側例 10 例中 5 例 50％で、一側罹患例で有
意に治癒率が高かった（p=0.029）。経過観察のみで OME が持続しているのは 6 例で、ダウン症
と低出生体重児が各 2 例、Dandy-Walker 症候群と発達遅滞を伴う多発奇形が各 1 例であった。
これら 6 例中 3 例が外耳道狭窄を合併していた。

【考察】
新生児聴覚スクリーニングでリファーとなった児に対しては生後 3 ヵ月までに診断を行い 6 ヵ

月までに介入を開始することが推奨されているが、OME は聴力の評価に影響を及ぼす。今回の
検討では初回精査時に 20％の児に OME が認められ、その診断には鼓膜の丁寧な観察と、可能
であれば CT 撮影が最も有用であると考えられた。OME が認められた場合、本来の聴力評価の
ためには鼓膜切開を行って精査をすることが望ましいが、初回精査時の鼓膜切開率は 9％であっ
た。2 回目の精査を要した例では 54％が治癒しており、持続していた症例での鼓膜切開率は
33％であった。OME と診断しても幼少で処置が困難であること、本来の聴力が正常であれば日
常の聴覚反応も明確であり保護者の同意が得にくいこと、合併症や外耳道狭窄があること、など
の理由により積極的な治療が難しい場合もある。

【結論】
新生児聴覚スクリーニングリファー児の初回精査時における OME 合併率は 20％と高い。個々

の合併症、聴力、罹患側などの状況に応じてその取り扱いを考える必要がある。
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新生児聴覚スクリーニング後の精密検査症例の検討 
―中耳貯留液の影響とその対応に関して―

仲野　敦子 1、有本友季子 1、松島　可奈 2

1 千葉県こども病院　耳鼻咽喉科、2 千葉大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

【はじめに】
新生児聴覚スクリーニング（以下 NHS）後の精密検査（以下、精査）として ABR 検査等の他

覚的聴力検査は必須であり、正確な聴力を把握するためには検査時の鼓膜所見の確認が必要とな
る。難聴時の早期発見のためには NHS 後の精査も早期に実施する必要があるが、新生児期は外
耳道が狭く鼓膜所見の確認が困難な例や中耳貯留液（以下貯留液）の確認される症例も少なくな
い。そのため、早期に鼓膜換気チューブ（以下チューブ）を留置して ABR 検査を実施するとい
う考え方もある。我々は、ABR 所見から貯留液の影響だけかそれ以外の難聴があるのか等は、
ABR の閾値および波形からある程度予測可能であると考え、正確な鼓膜所見の確認が困難な症
例であっても、早期に ABR 検査を実施している。このような方針で精査をした NHS 症例につ
いて、鼓膜所見、ABR 検査結果、貯留液の経過等について検討した。

【対象と方法】
2016 年 1 月から 2016 年 12 月までに、NHS 後の精査目的に千葉県こども病院を受診した 1 歳

未満の 97 例を対象とした。
鼓膜所見は硬性鏡、あるいは顕微鏡下に可能な限り耳垢を除去して観察し、中耳の貯留液の有

無を診断したが、外耳道が狭く正確な鼓膜所見の確認が困難と判断した症例は「診断困難」とし
た。聴力評価としては BOA あるいは COR と ABR 検査を実施した。貯留液ありと判断した場
合でも、口蓋裂等の合併症のために滲出性中耳炎（以下 OME）遷延化が予測される例、COR の
結果から高度難聴が疑われる例などは貯留液の存在するまま ABR 検査を実施した。「診断困難」
例は、正確な鼓膜所見が確認できない状態のまま ABR 検査を実施した。難聴の診断となった場
合は原因検索目的として CT 検査を施行した。

【結果】
初診時に両側貯留液なしと判断された例は 50 例、両側貯留液ありは 11 例、一側のみ貯留液あ

りは 7 例、両側「診断困難」が 25 例、一側「診断困難」が 6 例であった。
初診時に貯留液なしと診断した 50 例中 23 例に対して難聴の原因検索目的で CT 検査を実施し、

そのうち 4 例に一側に少量の貯留液を確認した。4 例中 2 例は貯留液だけでは説明のできない難
聴と診断し、補聴器装用に至っていた。1 例は貯留液の影響と考えられる一側難聴の結果となり、
経過観察後に ABR を再検し難聴がないことを確認した。他の 1 例は OME 遷延化となり 1 歳 6
か月にチューブ留置を施行し、聴力は正常化した。

初診時に貯留液ありと判断した 18 例中 3 例は低出生体重児、2 例はダウン症、2 例は口蓋裂例
であった。18 例中 11 例で初診時あるいは初診から数週間以内に貯留液のある状態で ABR 検査
を実施し、そのうち 2 例は高度難聴の診断となり早期に補聴器の装用開始が可能であった。2 例
中 1 例は貯留液の消失により聴力はやや改善し、1 例は貯留液の改善は見られたものの進行性難
聴であり聴力は悪化していた。初診時に ABR 検査を実施しなかった 7 例中 4 例は 1 ～ 5 か月後
には貯留液が消失し、ABR 検査の結果 3 例は難聴なし、1 例は一側高度難聴の診断となった。7
例中 1 例は 3 か月後も鼓膜所見の改善が見られず、ABR 検査で一側の伝音難聴が疑われる所見
が認められたが、1 年後には貯留液は消失し ABR 検査も異常なしとなった。1 例は初診の 1 か
月後に他院でチューブ留置術を受け ABR 検査により一側難聴の診断となった。

初診時「診断困難」であった 30 例中 10 例はダウン症であり、他 7 例も染色体異常や他の奇形
を合併した例であった。「診断困難」例のうち 4 例のダウン症を除いて初診時あるいは数週間以
内に ABR 検査を実施していた。26 例中 ABR 検査で両側難聴なしの診断は 7 例だけであった。
難聴ありと診断した例のうち 11 例で CT 検査を実施し、2 例で両側貯留液を 3 例で一側貯留液
を確認した。現在までに 5 例が補聴器装用となっていた。

【まとめ】
NHS 後の精査で受診した児の初診時に見られた貯留液の多くは、経過観察中に自然消失して

いた。今回の対象症例は現在 2 歳前後であるが、貯留液の存在のために補聴器装用等の対応が必
要な難聴の診断に大きな問題を生じた例はないと考えられた。
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耳管開放症診断基準案 2016 からの鑑別診断で 
上半規管裂隙が認められた症例の検討

荒井　真木 1、水田　邦博 1、中西　　啓 2、細川　誠二 2、遠藤　志緒 2、大和谷　崇 2

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

【はじめに】我々は昨年の本学会で上半規管裂隙症候群が耳管開放症疑いから鑑別診断された症
例を報告した。耳管開放症診断基準案 20161）2）の項目 2、耳管閉塞処置において、2 の A：臥位
または前屈頭位で症状の自覚を改善するが、2 の B：耳管閉塞処置（ルゴールやジェルなどによる）
では改善しなかったため耳管開放症が否定され、その後上半規管裂隙症候群と診断したものであ
る。今回、同様の流れから耳管開放症を否定、CT で上半規管裂隙がみられたが典型的眼振はな
かった症例を追加報告する。

【症例】51 歳女性。主訴は左耳閉感、自声強聴で、半年前より主訴を自覚していた。めまいはなかっ
た。前屈位で症状は軽快するため、耳管開放症の疑いで当科へ紹介された。鼓膜所見は正常、純
音聴力検査は正常範囲、ティンパノグラムは両側 A 型であった。診察時、診察台の上でその時「症
状はある」と述べたが、鼓膜の呼吸性に同期する動揺は見られなかった。続いて耳管機能検査を
行ったが開放症の所見はなく、不思議に思い内視鏡観察下にルゴール付き綿棒で耳管咽頭口閉塞
処置を行った。しかし自覚症状は改善しなかった。ここで耳管開放症ではないと考え、頭部 CT
をオーダーしたところ、冠状断にて右上半規管上部の裂隙が確認された。しかし Valsalva 手技
では眼振は認められなかったので診断を保留とした。後日、前庭誘発筋電位（VEMP）にて右の
振幅の増大と反応閾値の低下を認め確定診断に至った。

【考察】耳管開放症診断基準案 2016 では、注釈 4 として、臥位や前屈位での耳症状の軽減は、上
半規管裂隙症候群、外リンパ瘻、脳脊髄液減少症などでも起こりうるため、他覚的所見（3A ま
たは B または C）を欠き、「疑い例」と診断する際には、これらの疾患を除外することが望まし
いとの記載がある。上半規管裂隙症候群の鑑別には、本症例のような流れが一つの方法と考えら
れた。耳管咽頭口閉塞処置（綿棒、ジェルなど）は診断基準案の 2B に挙げられいる。この 2B
または 2A の耳管閉塞処置（前屈位または仰臥位への体位変化で症状が明らかに改善すること）
が診断には必須である。注釈 2 には 2A は問診で行えるため、受診時に症状がない患者でも問診
から判定可能である。と記載されている。よって通常の外来の流れでは、1. 自声強聴、耳閉感、
呼吸音聴取の 1 つ以上の自覚症状がある場合、2. 臥位・前屈位などへの体位変化で改善があるか
問診して、3. 鼓膜の呼吸性動揺の観察と耳管機能検査を施行する運びとなる。そして 3 が陰性の
時はもう一度 2 に帰って 2B を施行するのが良いと考えられた。Williamson ら 3）は CT の解析で
9％に上半規管の裂隙がみられるとしている。鈴木 4）によると false positive を排除するためには
神経耳科学的検査で上半規管瘻孔を示唆する眼球運動の確認が必要であるとされており、本症例
はめまいも典型的眼振もなかったため、false positive と診断されても不思議はない。しかし前
回の報告 2 症例と同様の手順ですすめられ、VEMP の結果も前回症例 2 例と同様であった。こ
れを上半規管裂隙症候群の軽症例とするかは意見のあるところと思われるが、今後、耳管開放症
診断基準案 2016 にそった耳管開放症疑い例の除外で上半規管裂隙が認められる例が増えるもの
と推定される。そのなかに本症例と同様の例がどの程度存在するのか、症例の蓄積を待たねばな
らない。

【文献】
 1）日本耳科学会 : 耳管開放症診断基準案 2016. [http://www.otology.gr.jp/guideline/img/guide 

line_jikan2016.pdf]. 
 2）Kobayashi T, Morita M, Yoshioka S. et al: Diagnostic criteria for Patulous Eustachian 

Tube: A proposal by the Japan Otological Society. ANL. 45: 1–5, 2018.
 3）Williamson RA, Vrabec JT, Coker NJ, et al: Coronal computed tomography prevalence of 

superior semicircular canal dehiscence. Otolaryngol Head Neck Surg 129: 481–489, 2003.
 4）鈴木光也：Superior canal dehiscence syndrome（上半規管裂隙症候群）―その臨床像を中

心に―耳管疾患における問診のコツ．日耳鼻．114: 15–23, 2011. 
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One airway, one disease の代表としての 
耳管開放症、心理検査結果と問診票などについての統計学的検討

堀　　雅明
ほりクリニック

【緒言】
当院では、耳管開放症を全身の呼吸器の障害、また心身症と理解し、多様な心身医学的アプロー

チにより一定の治療効果を確認してきた。今回、問診票と心理検査結果に統計学的検討を加えた
ので報告する。

【対象】
2017 年 7 月から 2018 年までに診断、129 例。男性 24 例（18.6％）女性 105 例（81.4％）。診断

基準 2016 に基づく診断レベルは、確定例 29 例（22.5％）疑い例 56 例（43.4％）その他 44 例（34.1％）。
【方法】

心理検査と自覚症状・苦痛度問診票（東北大学耳鼻咽喉科方式）の統計学的検討。
【心理検査の概要】

日本語 SDS 自己評価式うつ性尺度
日本版 STAI, 不安状態の指標
心理検査結果 ZUNG 分類では、正常 44 例（34.1％）軽度うつ 48 例（37.2％）中等度うつ 21

例（16.3％）重度うつ 16 例（12.4％）。STAI では、男女いずれも不安度が高いほど人数が多い。
【統計解析結果】
1．各計測値との相関係数 SDS と不安 STAI は相関（r=0.67 ～ 0.69）
2．各計測値と診断レベル、うつ度との関連性

診断レベルとの関係耳管開放症の診断レベルと計測値の間に相関はなし。
うつのレベルとの関係うつの重症度と各計測値の間には有意な差があり、うつが重症になるほ

どいずれの数値も高くなる。
3．自覚症状、特に、呼吸苦と心理検査結果の関係

耳閉感 88%、自声強聴 75.2%, 耳鳴 74.4%、難聴 58.9%、めまい 50.8%、自己呼吸音聴取 46.2%、
周囲の音が響く 37.4%、鼓膜の可動を感じる 36.8%、拍動性耳鳴 35.9%、フラフラめまい 35.4%、
呼吸苦 34.4%、鼻声 31.3。呼吸苦の訴えは、不安、うつとも他の症状に比較して顕著に相関。

【まとめと考察】
図 1 に耳と肺、脳、腹部の一体となったリズム運動を仮定する新たな One Air way One 

Disease モデルを示す。耳管開放症の心身相関の生理的背景と考える。患者さんの重症度は、身
体面と心理面の両面から理解する必要がある。今回は、主に心理面から理解するため問診票の症
状の苦痛度と、心理検査結果の結果を検討した。自覚症状は、多くなるほど、苦痛度も大きく、
不安度、うつ度も強くなることが確認された。また、呼吸苦が心理的重症度と最も関連していた。
耳の局所症状は、全身の呼吸器障害、心身症の部分的表れと考えてきたが、この仮説を裏付ける
結果である。今後、末梢循環障害、呼吸障害、睡眠障害などの生理学的指標の検討などを通じて、
全身障害としての側面を明らかにしたいと考える。

O-139



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 412, 2018

Visible TTAG の実際と有効性について

藤田　京子 1、細田　泰男 1、梅田　裕生 1、達富　真司 1、馬場　　奨 1、岩野　　正 2

1 細田耳鼻科 EAR CLINIC、2 岩野耳鼻咽喉科　サージセンター

中耳疾患において耳管機能障害の存在を判定することは重要である。しかし TTAG や音響法
などの検査は、再現性の問題や結果判定に曖昧な要素が入り込む場合がある。これに対して我々
は TTAG の原理を視覚的に捉えることで、より明確に機能判定する Visible TTAG（V-TTAG）
を行っている。座位での軟性鏡下鼓膜観察に加えて鼻咽腔圧、被検者の様子や音声も同時に動画
として記録する。鼓膜穿孔耳ではパッチをすることで、ほぼ全ての中耳疾患に対応できる。
V-TTAG 検査の手順と判定法を示す。まずバルサルバ法にて耳管の開大を鼓膜膨隆の有無で確
認する。特に開放耳管を検出するためには耳管を開大位にする必要があり、バルサルバが困難な
症例では EarPopper® を用いて自己通気の補助を行う。正常ではバルサルバ後に中耳腔が陽圧と
なり鼓膜の膨隆が保持されるが、開放耳管では鼻咽腔圧の下降とともに中耳腔の陽圧がすぐに解
消されることから、自己通気後にこの陽圧が保持されれば、開放耳管を否定する根拠になると考
えている。次に鼻深呼吸による鼓膜の呼吸性動揺の観察を行う。鼓膜の呼吸性動揺がある場合は
開放耳管と判定し、さらに鼻すすりによる陰圧ロック（鼓膜陥凹）が存在する場合は耳管閉鎖不
全と判定している。開放耳管が存在する場合は、生食点鼻＋バルサルバ法で鼓膜の呼吸性動揺が
解消されるか確認する。我々は TTAG と V-TTAG における検査結果の相違点を明らかにする
ため、2018 年 1 月～ 4 月にかけて TTAG と V-TTAG の両検査を施行した 37 名 61 耳について
考察を行った。その結果、TTAG・V-TTAG ともに開放なしと判定されたものは 42 耳（68.8％）、
TTAG・V-TTAG ともに開放耳管と判定されたものは 6 耳（9.8％）で、TTAG と V-TTAG の
両検査結果の一致率は 78.6％であった。TTAG で開放耳管と判定され、V-TTAG で開放なしと
判定されたものが 10 耳（16.4％）、TTAG で開放なしと判定され、V-TTAG で開放耳管と判定
されたものは 3 耳（4.9％）であった。TTAG と V-TTAG の検査結果は 13 耳（21.4％）で不一
致だったが、V-TTAG ではアーチファクトの入り込む要素が少なく結果判定もかなり明確に行
える一方で、TTAG では頭、顎関節、顔面筋、鼓膜張筋などの動きによるアーチファクトによっ
て、あたかも開放症のような結果が出てしまうことが演者自ら TTAG を行い実証できた。また、
顔面筋の動きによるアーチファクトで逆位相波形を出すことも可能であったし、検査途中に耳栓
が抜けてエアーリークを起こし正常波形のようになってしまうことも実証できた。TTAG で開
放耳管と判定とされ、V-TTAG で開放なしと判定された 10 耳（16.4％）については、9 耳が耳
声強調などの症状はなく 1 耳が時間帯によって変動する症状があった。つまり 9 耳については
TTAG の偽陽性であった可能性が高いと考えている。そして TTAG で開放なしと判定され、
V-TTAG で開放耳管と判定された 3 耳（4.9％）については、2 耳が逆位相波形で 1 耳が正常波
形であったため、アーチファクトやエアーリークによる偽陰性であった可能性が高いと考えてい
る。もちろん検者が TTAG のアーチファクトが入り込む性質を理解したうえで慎重に検査を行
えば偽陽性や偽陰性は減らせるのかもしれない。しかし、検者のみならず被検者の理解力にも差
があること、毎回同じ検者とは限らないこと、そして結果判定する側の医師は与えられた波形の
みでノイズによるものかそうでないかを見極めるのはほぼ困難なことなど TTAG の問題点は多
い。V-TTAG の利点としては、これらのアーチファクトを軽減できること、そして付随する大
きな利点として検査の一部始終をモニターで患者と共有することで患者に病態の理解を促し、耳
管閉鎖不全の場合は鼻すすり以外の解消法を指導できることが挙げられる。演者らは V-TTAG
を行うことによって、正常、狭窄、開放、閉鎖不全を判定し、手術に際してこれらの耳管機能に
応じた対策を立てることを考えている。
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耳管開放症患者における鼻声の検討

池田　怜吉 1,2、宮崎　浩充 1、小林　俊光 1、本蔵　陽平 3、川瀬　哲明 3、香取　幸夫 3

1 仙塩利府病院　耳科手術センター、2 東北医科薬科大学　耳鼻咽喉科、 
3 東北大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

1．はじめに
耳管開放症の症状としては、自声強聴、耳閉感、自己呼吸音聴取が主な症状として挙げられる。

そのほかの症状として、自声強聴が非常に不快なため、それを緩和させるために意識的あるいは
無意識に鼻咽腔閉鎖を行うことにより、「鼻声」になっている耳管開放症患者をしばしば経験し、

「機能的閉鼻声」と定義されている。過去に耳管開放症と鼻声については、和文 2 編、英文 3 編
が報告されているが、いずれも少数の報告でかつ、詳細な臨床所見との関係に関する報告はこれ
まで認めず、鼻声の有症率についても不明である。そこで我々は、当科を受診した耳管開放症確
実例 76 名（耳管開放症診断基準 2016）に対し、以下の点について鼻声との関係について検討を行っ
た。
2．方法

鼻声は、耳管開放症状による鼻声を「鼻声あり群」とし、鼻副鼻腔疾患等による鼻声は除外し
た。年齢、性別、症状（自声強聴、耳閉感、自己呼吸音聴取）、耳管開放症自覚的重症度（PHI 
10）、耳管機能検査所見（TTAG、sonotubometry）、治療方法と鼻声（鼻声あり群、鼻声なし群）
との関係について、Mann-Whitney の U 検定と χ 二乗検定を用いて検討を行った。
3．結果

耳管開放症患者のうち、耳管開放症状による鼻声を呈した患者は 13 名（17.1%）に認められた。
鼻声を有する患者と有しない患者では、検討した項目のうち、鼻声を有する患者群では耳管開放
症自覚的重症度（PHI 10）が有意に高い結果であった。また、鼻声を有する患者群では、最終
的に手術的治療（耳管ピン）を行った症例が有意に多かった。
4．考察、まとめ

耳管開放症における鼻声の有症率は 17.1% であり、以前我々が open question で調査した有症
率 3%（宿題報告）より高い割合であった。これは、今回の検討では正確な有症率を把握するた
めに closed question を用いたことが原因と考えられた。本庄らは、耳管開放症患者において
TTAG 法を施行し、鼻声を有する患者と有さない患者で有意な差を認めなかったと報告してい
る。この結果は今回の我々の TTAG 法並びに sonotubometry 法を用いた結果と一致する結果で
あった。すなわち、耳管開放の程度と鼻声の出現には差がないことが示唆された。一方で、鼻声
を有する患者では、耳管開放症状のうち、PHI10 を用いた耳管開放症自覚的重症度が高い結果で
あった。これらの結果から、鼻声を訴える患者は、他覚的所見よりむしろ自覚的症状が強く、無
意識あるいは意識的に鼻声を呈することが示唆された。
参考文献：
本庄　巌ら：閉鼻声を伴う耳管開放症の検討．耳喉 1978
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耳管閉鎖不全を理解するために滲出性中耳炎から始める新人教育

福田　　彩 1,2、水田　邦博 2、遠藤　志織 1、中西　　啓 1、荒井　真木 2、 
大和谷　崇 1、細川　誠二 1、峯田　周幸 1

1 浜松医科大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 浜松医療センター

【はじめに】耳管閉鎖不全は滲出性中耳炎（以下 OME）、耳管開放症、真珠腫の原因となる病態
として存在し、共通の臨床症状は鼻すすり癖（Habitual sniffing 以下、HS）を持つことである1）。
HS のある耳管開放症と真珠腫症例ではおもに小児期において OME の既往を持つことがある。
その関係の理解のため、小児 OME の耳管機能を推察することを新人医師に教育する試みを、昨
年度耳鼻科専修医 1 年目の新人であった演者が、教育を受けた側の立場から報告する。

【方法】OME の各症例を滲出性中耳炎診療ガイドライン 2015 に照会して検討した。さらに耳管
開放症と弛緩部型真珠腫の症例を併せて提示する。

【症例】症例 1、4 歳女児。習慣性扁桃炎、アデノイド増殖症、睡眠時無呼吸に対する手術依頼で
紹介受診した。OME と副鼻腔炎を認め、副鼻腔炎の治療で OME は改善した。症例 2、6 歳女児。
1 年前から繰り返す OME で紹介受診した。左はティンパノグラム B 型で聴力閾値は 25dB であっ
た。ポリッツェル球による通気で改善した。症例 3、11 歳女児。2 年以上続く OME で鼓膜切開
の既往があり、改善せず紹介受診した。両側鼓膜は弛緩部および緊張部が共に陥凹し、特に右は
アテレクターシス様であった。自己通気と HS の停止の指導で改善した1）。症例 4、12 歳女児。1
年 4 カ月つづく左 OME があり、鼓膜切開などの依頼で紹介受診した。ティンパノグラム C 型
で聴力は 40dB であった。自己通気と HS の停止指導で所見は改善したが、軽度の弛緩部陥凹が
継続したため経過観察中である。症例 5、17 歳女性。耳閉感、自声強聴と軽度難聴で紹介受診し
た。小児期より耳の不快感でいつのまにか HS が身に付いていた。鼓膜は弛緩部緊張部共に陥凹、
自己通気後、自声強聴は頭位前屈で改善、鼓膜の呼吸性同期動揺が観察された。HS の停止でティ
ンパノグラムと聴力は改善し、耳症状には慣れた。緊張部の陥凹はもどったが、弛緩部は陥凹し
たままで、経過観察となっている。症例 6、29 歳男性、弛緩部型真珠腫。手術目的で紹介受診し
た。小児期に中耳炎の既往があり、耳閉感を軽減させることを目的とした長年にわたる HS があっ
た。自己通気後、鼓膜が呼吸性に同期動揺し、自声強聴は頭位前屈で改善した。術前より HS の
停止を指導し、術後も守っている。

【結果】滲出性中耳炎の症例では、ガイドラインの鼓膜換気チューブ留置が推奨度 A または B で
推奨されると考えられた症例でも HS 停止の指導だけで改善する症例があった。

【考察】症例を通じて、OME の原因は少なくとも、耳管の一時的狭窄、耳管の未発達、耳管閉
鎖不全などが挙げられることがわかった。そして耳管閉鎖不全は OME、耳管開放症、真珠腫性
中耳炎に存在することを知った。そしてこれらが経時的に繋がっている可能性があることを考え
た。今後各症例と同様の例に出会った際には、その時点での症状を緩和させることも重要だが、
各々の症例の耳管機能を推察してその患者の今後について考慮することが必要と考えた。たとえ
ば、症例 3 や 4 が今後症例 5 や 6 の様に推移したり、症例 5 が症例 6 のようになる可能性につい
て、である。現時点で経験症例は少ないが、今後耳鼻科医として臨床に携わる長い時間の中で弛
緩部に陥凹のある OME の長期経過を診ることができる可能性がある。なぜ、あるものは陥凹の
まま一生を過ごし、あるものは耳管開放症2）になり、あるものは真珠腫に至るのか、その解明に
少しでも貢献したいと考えた。

【文献】
 1）小林俊光、八木沼祐司、末武光子、他：鼻すすり・閉鎖不全耳管と耳疾患．耳展 40: 342–

346, 1997.
 2）遠藤志織、水田邦博、高橋吾郎、他：鼻すすり癖からみた耳管開放症の病態と治療法．耳鼻

臨床 111: 161–166, 2018.
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真珠腫再形成再発に薄切軟骨を用いた再手術例の 
鼓膜所見と中耳含気についての検討

小森　正博 1、小林　泰輔 1、兵頭　政光 1、柳原　尚明 2

1 高知大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 鷹の子病院耳鼻咽喉科

【はじめに】真珠腫性中耳炎の手術において、中耳の含気能に合った小さい中耳腔を作ることが
真珠腫再発の防止につながる。また、中耳の含気能が不良な症例において、弾力性があり、比較
的安定している軟骨は有用とされる。さらに、再手術例では、前回手術時に側頭筋膜が用いられ
ていることが多く、再建材料の採取にも苦慮することがあった。これらのことより、真珠腫再形
成再発例の再手術では、外耳道削除型鼓室形成術とし、ツチ骨ならびにキヌタ骨を除去した上で、
鼓膜輪よりさらに低い位置に鼓膜を再建して、より小さい鼓室を形成している。また、鼓膜を再
建するにあたり、伝音効率がよいとした報告があることと、再建材料の不足を補えることから、
耳介軟骨を薄切して用いている。

今回、術後 5 年以上経過した症例を対象に、鼓膜の陥凹ならびにポケット形成や真珠腫再発の
有無と鼓室内の含気度合について検討したので手術の概要と合わせて報告する。

【方法】2009 年から 2012 年に高知大学にて再手術を行った 9 例 10 耳を対象とした。症例の内訳
について、男性 5 耳と女性 5 耳、右 4 耳と左 6 耳、前回手術として外耳道削除型鼓室形成術 6 耳
と外耳道保存型鼓室形成術 4 耳、前回手術から再手術までの期間は 3 ～ 43 年、年齢は 21 ～ 64 歳、
術後観察期間は 1 例のみ 3.3 年で他は 5 年以上であった。含気度の評価には CT を用いて、鼓膜
所見と合わせて検討した。

【結果】外耳道削除型鼓室形成術 6 耳では、術前に含気度 Grade 1（中・下鼓室に含気あり）であっ
た 3 耳は術後も Grade1 であった。残りの 3 耳は grade 0（鼓室内に含気なし）であり、術後も
Grade 0 であった。Grade 0 の 3 耳中、2 耳で陥凹が認められた。外耳道保存型鼓室形成術 4 耳
では、術前 Grade 1 の 2 耳は術後も Grade1 であった。残りの 2 耳は Grade 0 で、術後に Grade 
1 になったが、1 耳で陥凹とポケットが認められた。再手術が行われた症例はなかった

【考察】外耳道削除型鼓室形成術では、十分な大きさの薄切軟骨が用いられていたことで、陥凹
が生じてもポケットとならず自浄作用が保たれていた。外耳道保存型鼓室形成術例では、鼓膜正
常部が残っていたこともあり、薄切軟骨にて形成された鼓膜の範囲が小さい症例があった。術前
Grade1 であった耳では、良好な経過であったが、術前 Grade 0 の 1 耳において軟骨の間に段差
が生じ、ポケットが形成されていた。

術前の中耳含気度 Grade 1 ならびに 0 の症例に対する薄切軟骨を用いた本術式の長期成績は良
好で、有用であると思われた。その中で、術前の含気 Grade 0 耳では、より慎重な鼓膜の再建が
肝要と考えられた。段階的手術において、第 2 段階手術時の中耳含気の程度が最終的な含気度の
指標になることが示されているが、本術式においても当てはまる可能性があると考えた。
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鼻すすり癖からみた弛緩部型真珠腫の術後経過

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

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

【はじめに】真珠腫性中耳炎のなかで鼻すすり癖を持つものは多いにも関わらず、いままでに手
術法、手術成績ならびに術後経過について、鼻すすり癖の有無によって評価・検討がなされるこ
とは少なかった。【対象と方法】今回、我々は詳細な問診により、鼻すすり癖ありと確認した成
人の弛緩部型真珠腫症例に対して、おもに外耳道後壁削除・再建型鼓室形成術（皮質骨骨板によ
る再建で乳突腔は充填しない）を施行した。scutum plasty はせず、前骨板削開など換気ルート
も開けなかった。これらの症例すべてを対象に術前より鼻すすり停止の指導を行った。術後にわ
たり鼻すすりを停止した群、および指導にも関わらず鼻すすりを継続した群に分けて、その術後
経過について評価を行った。主な評価項目は鼓室形成術の術後聴力成績、術後の鼓膜再陥凹の程
度と頻度、術後 1 年での含気化の程度である。術後聴力成績については耳科学会による伝音再建
後の術後聴力成績判定基準（2010）をもとに、術後 1 年以降で評価を行った。術後の鼓膜再陥凹
の程度については、正常（陥凹なし）、軽度陥凹（陥凹底部の観察可）、高度陥凹（陥凹底部の観
察不可）、再形成性再発（陥凹部に Debris を伴う）に分類して評価を行った。また、含気化につ
いては術前の側頭骨 CT で乳突部の蜂巣発育程度（中耳真珠腫進展度分類 2015 改訂案、以下
MC 分類）の評価を行うとともに、術後 1 年で撮影した側頭骨 CT によって含気の程度を、含気
なし、中鼓室のみ含気あり、上鼓室まで含気あり、乳突洞まで含気あり、に分類して評価を行っ
た。【結果】鼓室形成術の伝音再建法についてはШ c 型としたものが両群ともに最も多く、同法
を施行したものを対象に比較検討を行った。鼻すすりを停止した群では術後聴力成績で成功例は
約 80％と良好な傾向であったのに対し、鼻すすりを継続した群では成功例は約 65％とやや不良
であった。術後の鼓膜再陥凹の程度および頻度については、鼻すすりを停止した群では有意に正
常鼓膜所見を示すことが多く、再陥凹がみられても、より軽度で頻度も少ない傾向であった。一
方、鼻すすりを継続した群では再陥凹のみられる頻度は多く、底部が観察できない高度陥凹や
Debris をともなう再形成性再発も多くみられた。含気については、各々の症例で検討を行うと、
術前の MC 分類と術後 1 年の側頭骨 CT による含気化の程度については明らかな相関は認めな
かった。しかし、鼻すすり継続の有無によって群間で比較を行うと、鼻すすりを停止したもので、
術後に含気が良好に得られるものが有意に多かった。【考察】鼻すすり癖をもつ弛緩部型真珠腫
症例において、鼻すすりを停止させることができれば、術後の聴力は保たれやすい傾向がみられ
た。また、鼻すすりを停止することで鼓膜再陥凹やそれに続く再形成性再発のリスクを軽減させ
られ、含気の良好な回復も期待できると思われた。鼻すすり癖をもつ真珠腫性中耳炎症例はその
背景に開放しやすい耳管を持つものが多く存在するものと考えられ、開放症状（特に耳閉感）を
軽減させるために、自ら鼻をすすって耳管を閉塞させる（耳管ロック）。この状態では耳管の閉
塞にともなって開放症状は軽減されるが、同時に鼓室内には強い陰圧が生じ、結果として鼓膜陥
凹が引き起こされる、とされる。しかし、意識的に鼻すすりを停止することができれば、鼓室内
の陰圧環境は比較的すみやかに是正され、もともとは通りのよい耳管であるので上鼓室、乳突洞
にかけても良好な含気化が得られるのではないかと考えられた。このように、鼻すすり癖をもつ
真珠腫症例においては、鼻すすりの継続の有無によって予後（聴力成績や再陥凹・再形成性再発）
が大きく異なると思われ、今後はこの点を考慮したうえで手術法や術後成績の評価・検討がなさ
れることが望ましいと考えられた。
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鼓室形成術における術中耳管開存の有無と短期術後成績

長谷川賢作、久家　純子、大久保由布、小町　太郎
日本医科大学　千葉北総病院　耳鼻咽喉科

われわれは、小児中耳真珠腫と慢性穿孔性中耳炎症例で外耳道後壁保存型鼓室形成術を、その
他の症例では主に外耳道後壁削除・乳突非開放型鼓室形成術を基本術式としている。さらに、い
わゆる難治例とされる癒着性中耳炎、鼓室硬化症、中耳真珠腫などの症例では Pac-Man shape
の薄切軟骨を用いた cartilage tympanoplasty を採用してきた。また、耳管開存度が鼓室形成術
の術後聴力成績や術後形態変化などに影響すると考えたため、鼓室の含気化を促す目的で、鼓室
形成術後患者にバルサルバ法による自己通気を奨励してきた。しかしながら、正常成人 106 耳と
幼児学童児 224 耳におけるバルサルバ法による耳管開放率はそれぞれ 59.8％と 82.1％との報告が
あり1）、潜在的に本法が実施できない症例も含まれていることが予想される。そこで、耳管開存
の有無がもたらす術後機能への影響を評価する目的で、当院で施行した症例の術中耳管開存と術
後成績について検討したので報告する。対象は 2015 年 7 月から 2017 年 11 月までに当院で鼓室
形成術を実施し、術後 6 ヶ月以上経過観察できた 30 症例である。術中耳管開存を評価する目的で、
ソフトチップ　ペリフィックス 18GTM（外径 0.85mm）を約 7cm に切断したものを耳管鼓室口か
ら挿入した。症例の内訳は、慢性中耳炎 3 例、中耳真珠腫 10 例、癒着性中耳炎 3 例、鼓室硬化
症 2 例、鼓室形成術後 7 例、聴保根治術後 3 例、術式不明耳 2 例である。伝音再建術式は I 型 3 例、
IIIc 型 19 例、IVc 型 4 例と wo になったもの 4 例であった。顕微鏡下の観察で術後バルサルバ自
己通気の確認可能な症例は、術中耳管が開存していると判断した症例では 81.8％（18/22）、耳管
狭窄または閉塞と判断した症例では 25％（2/8）であった。wo となった 4 例を除いて、術後 6 ヶ
月と短期ではあるが、聴力判定基準（2010）による術中チューブ挿入可能例での成功率は 76.2％

（16/22）で、挿入困難例では 50%（3/6）であった。また、耳管開存例で鼓膜の軟骨移行部段差、
耳小骨偏位、術中鼓膜ドレーンチューブ留置などの追加処置、小穿孔や糜爛などを必要としなかっ
た術後良好例は 68.2%（15/22）に対して、耳管狭窄または閉鎖例では 12.5%（1/8）であった。
術後経過の短いものが多いが、直接的に耳管開存の有無を評価するひとつの方法として、文献的
考察を含めて報告する。
参考文献
 1）山口　隆：耳管開放症症例における耳管機能検査の検討．Otol Japan 21: 233–237, 2011．
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耳管開放症の中耳手術

小林　泰輔、小森　正博、兵頭　政光
高知大学　医学部　耳鼻咽喉科学

中耳手術を行う前に、耳管機能は把握しておくことが重要であることは言うまでもない。中で
も耳管開放症は術前に診断しておくことが重要で、さもないと術後に不快な耳閉感や自声強聴が
発生して、患者を悩ますことになる。耳管開放症は診断基準案も改訂され、クリアーカットにも
診断できるようになった。しかしその後、耳管開放症を合併した慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎を
どう扱うかは、個々の術者の経験により決められている場合が多い。この演題では、当科で中耳
手術を行った耳管開放症合併症例を提示して、当科における対応を発表する。

慢性中耳炎の症例 1 は、74 歳、男性。難聴を主訴に当科を受診した。10 年前に右慢性中耳炎、
左滲出性中耳炎の診断で、左鼓膜チューブ留置術を受けたらしい。初診時、右鼓膜穿孔あり、右
平均 78.3dB の混合難聴、左平均 53.3dB の感音難聴であった。パッチテストで右気骨導差はほぼ
消失した（約 20dB のゲイン）。手術を予定していたが、詳細に問診すると 6 か月前から左自声
強聴があり、ときに呼吸音聴取があるという。耳管機能検査（音響法）で提示音圧低下があった。
病状を説明して、手術を行わず補聴器装用を開始した。

慢性中耳炎の症例 2 は、33 歳の女性で、主訴は右耳漏。幼少児から右耳漏を繰り返すが、近
医耳鼻咽喉科で経過観察をすすめられていた。耳漏が頻回になり、別の耳鼻咽喉科を受診し、当
科に紹介された。初診時、右鼓膜に石灰化を伴う穿孔があり、純音聴力検査では、右平均
30.0dB、左 13.3dB であった。中耳 CT では乳突蜂巣の発育は良好で、右自声強聴や呼吸音聴取
を訴えた。耳管機能検査（音響法）で提示音圧の低下があった。病状を十分説明したが、手術希
望があり、鼓膜形成術（TEES）を行い、同時に耳管ピンを挿入した。術後経過良好で、聴力は
手術 3 か月後で右平均 15.0dB になり、時に耳閉感を訴える程度である。

鼻すすり型耳管開放症に合併した真珠腫性中耳炎は、今日では広く認識されている。真珠腫の
場合は原則、手術が必要になるので、同時に開放症の治療も必要になる。鼻すすりの中止勧告に
従えない患者も多く、当科では術前または術中に鼓膜換気チューブを挿入している。しかし、術
後チューブの脱落や閉塞により再度鼓膜が陥凹することもある。このような症例の経過を提示し
て、諸先生方のご意見をいただきたい。
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耳管機能を考慮した鼓室形成術

細田　泰男 1、梅田　裕生 1、藤田　京子 1、達富　真司 1、馬場　　奨 1、岩野　　正 2

1 細田耳鼻科 EAR CLINIC、2 岩野耳鼻咽喉科サージセンター

中耳炎の発症に耳管機能障害が関係することは周知の事実であり、この点を考慮した中耳手術
ができればより治療成績の向上につながると思われる。真珠腫性中耳炎や癒着性中耳炎だけでは
なく単純性鼓膜穿孔の中にも狭窄から開放まで存在する。例えば開放耳管を持つ単純鼓膜穿孔に
鼓膜形成術のみを行った場合、術後に自声強調（隠蔽性耳管開放症）が生じ、これに対して鼻ス
スリが再開され、滲出性中耳炎、さらには上鼓室型真珠腫に発展することもあり得る。しかしな
がら中耳疾患のある耳で耳管機能を正確に判定することは鼓膜の肥厚、硬化、外耳道の形態変化
などの修飾因子も多く存在し容易ではなく、耳管機能障害を中耳手術に反映することは未だ一般
化されていないのが現状である。演者らは、従来の TTAG 法の欠点を解決するために、鼓膜の
動きを動画としてとらえる Visible TTAG（V-TTAG）という方法を昨年の本会で報告したが、
当院ではこの結果を踏まえて術前から耳管機能障害に対する対策を講じているが、現時点での当
院の取り組みについて報告する。

まず術前の耳管機能の判定について述べる。
TTAG 法は耳管の通気性を鼓膜動揺に伴う外耳道圧の変化として捉えるものであるが、頭、

顎関節、顔面筋、鼓膜張筋などの動きによるアーチファクトや耳栓のエアーリークなどにより大
きな影響を受ける。これに対して V-TTAG では直接鼓膜の動きを動画として捉えるもので、
TTAG で発生するアーチファクトを回避できより明確な判定ができるばかりでなく、検査中に
被検者と検査画面を共有することができ、鼻すすりにより鼓膜が陥凹する様子など、患者に病態
の理解を促すことができることも大きな利点といえる。

次に実際の耳管機能障害を伴う中耳手術症例に対しての取り組みを述べる。
開放耳管と診断された場合：耳管の閉鎖不全に伴う鼻すすりによる陰圧ロックは、上鼓室型真

珠腫などでよく遭遇する。一般的に上鼓室の陥凹予防に対して scutum plasty が行われる。演者
らは、骨や軟骨などにより scutum の物理的強度を上げて再陥凹に対抗する方法は鼻ススリで中
耳に高度の陰圧がかかる場合には限界があると考えており、基礎にある耳管の機能不全への対策
を講じることで再陥凹の防止を試みている。まず、鼻すすりによる陰圧ロックの功罪を患者に理
解して頂き、生食点鼻 + バルサルバ法などにて手術までに鼻すすり癖の離脱を促す。手術にお
いては、scutum は soft wall（軟組織）にて再建し、鼻すすり癖の離脱できない症例には
cartilage shield T-tube tympanoplasty を行っている。これは、1990 年 Hall LJ が行った方法で、
軟骨に穿孔を開け -tube を挿入し、これを鼓膜に移植するもので、長期的に安定した中耳換気が
得られる方法で、Tos の教科書にも記載されている。また、陰圧ロックのかからない高度な開放
耳管に対しても、鼻咽腔圧の暴露を避けるため、この方法により T-tube を留置している。

狭窄耳管と診断された場合：真珠腫性中耳炎や癒着性中耳炎だけでなく単純性鼓膜穿孔の中に
も狭窄耳管を持つ場合がある。術前にバルサルバ法の習得、Ear Popper による補助などで耳管
の開通を促す。それでもバルサルバ法ができない場合は、やはり cartilage shield T-tube 
tympanoplasty を追加し、術直後からの中耳陰圧に備えている。最近では Eustachian Tube 
Balloon Dilation の高い有効性も報告されており、今後検討されるべき方法と考えている。

真珠腫性中耳炎の再発を防止する目的で確実性が高いのは、外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室
形成術（いわゆるオープン法）あるいは乳突上鼓室充填術と考えられるが、これらの方法はいず
れも粘膜ガス産生の場である乳突蜂巣をなくして狭小な中耳腔を形成するもので、生理的中耳腔
とは言えないものになる。しかも、一度この方法を行うと改めて乳突空を含気化させることはほ
とんど困難となる。演者は以前から retrograde 法による必要最低限の骨削開を行ってきたが、
これに耳管機能を反映させることで、より生理的な中耳形態を維持した低侵襲手術が可能になる
のではと考えている。
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Postauricular sinus に対する dual approach 手術　 
- 耳科医が行うべき 3 つの利点 -

山田　浩之 1,2、大石　直樹 2、南　　隆二 1、松居　祐樹 3、上野　真史 1、小川　　郁 2

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

先天性耳瘻孔は先天性外耳奇形の一つであり、第一・第二鰓弓由来の発生異常と言われている。
本邦での発生頻度は 2.6％との報告もあり、世界的にはアフリカ地域で 4-10%、アジア地域で 2.5-
6%、欧米地域で 0.1-0.9% と言われていて、遺伝性もある。その典型例は耳輪前縁部に開口部が
あり、耳前部方向に瘻管が伸展し、皮下に膿瘍腔を形成する（Preauricular sinus）。感染を繰り
返す場合などは耳瘻管摘出術の適応となり、開口部を含めた瘻管と膿瘍腔の完全摘出が必要で、
場合によっては反復性炎症による肉芽や瘢痕、変色した皮膚の合併切除も必要となる。一方で稀
ではあるが耳後部方向に瘻管が伸展し耳後部に膿瘍腔を形成する異型が存在し、Postauricular 
sinus と呼ばれている。Choi らは先天性耳瘻孔初回手術症例 101 例中 Postauricular sinus は 11
例と報告しており、これらの多くは開口部が耳輪脚基部付近にあり、瘻管は耳介軟骨を貫通して
耳後部へと伸展する。感染をするとあたかも乳様突起炎や粉瘤、リンパ節炎のような炎症性の腫
脹となるため、先天性耳瘻孔と診断されずに切開排膿や抗生剤治療などを行われることもあり、
繰り返す耳後部膿瘍の診断には注意が必要である。術式に関しては本邦では 1984 年に平出が耳
後部を切開し、広い視野で嚢胞壁を確認しながら周囲組織より剥離し、耳輪脚の開口部皮膚を楔
型に切開し、軟骨ごと瘻管を完全摘出する方法を紹介しており、耳前部・耳後部両方から切開を
するため dual approach 手術と呼ばれている。今回、本術式を行うにあたり「耳科医（Otologist）
が施行するべき手術」と考えられる 3 つの利点を認めたため、手術動画を供覧しながら報告する。
一つ目の利点は耳科医が手術用顕微鏡操作に慣れていることが挙げられる。耳輪脚の皮膚切開や
瘻管を傷つけずに軟骨を切開する際には顕微鏡での拡大視野が非常に有用であり、また耳後部か
らの視野でも炎症により軟骨膜と癒着した嚢胞壁の見極めにも拡大視野は有効である。また顕微
鏡下で行う手術操作（切開、剥離、止血）に慣れていることもこの利点に含まれる。二つ目の利
点は耳後部切開の視野展開に慣れており、解剖に習熟していることである。耳介を前方に翻転し
た視野でも外耳道や耳甲介の位置を裏面から正確に把握することができ、副損傷を回避すること
ができる。三つ目の利点は耳介軟骨の扱いに慣れていることである。伝音再建に使用するコルメ
ラを作成する際の顕微鏡下で耳介軟骨を露出したり切開・採取したりする技術、軟骨膜を軟骨か
ら剥離したり切除したりする技術は本術式を的確かつ安全に行うにあたり必要となる。先天性耳
瘻孔の手術（耳瘻管摘出術）は耳鼻咽喉科医が比較的早い段階で執刀することができる手術の一
つであり、基本的な手術操作や切開線のデザインを習得していれば丁寧に手術を行うことにより
合併症や再発無く行うことができる。しかし本法は普段から耳科手術に慣れていなければ専門医
レベルでも容易に嚢胞壁を破ってしまったり、耳介の皮膚や軟骨を必要以上に切除してしまった
り、ひいては外耳の変形や再発を引き起こす可能性が考えられる。耳科手術経験が浅い耳鼻咽喉
科医が手術を行う際には教育的な意味も含めて耳科手術に精通した指導医の下で手術を行うこと
が望まれる。
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複数の下位脳神経麻痺を呈した頭蓋底骨髄炎の 2 例

谷内　政崇、綾仁　悠介、尾﨑　昭子、乾　　崇樹、稲中　優子、萩森　伸一、河田　　了
大阪医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【緒言】頭蓋底骨髄炎は悪性外耳道炎や中耳炎などから波及した炎症によって頭蓋底骨の破壊や
脳神経障害をきたし、時に致死的となる疾患である。今回我々は複数の下位脳神経麻痺を呈した
頭蓋底骨髄炎 2 例を経験したので報告する。【症例】症例 1： 84 歳男性、既往に糖尿病があった。
持続する左耳漏を主訴に前医より当科紹介となった。緑膿菌を左耳内より分離し、悪性外耳道炎
の診断で入院した。PIPC を 1 週間投与し、外耳道所見が軽快したため退院、しかし 1 週間で再
増悪を来たし、CT にて顎関節と連続する骨欠損部位を認めたため、頭蓋底骨髄炎の診断で再度
入院となった。MEPM 点滴を中心に加療を行い、内服抗菌薬に切り替え退院となった。退院後
2 週間で顔面神経麻痺が出現し、CT にて茎乳突孔、錐体骨尖部、斜台の骨破壊像を認めたため、
頭蓋底骨髄炎による顔面神経麻痺の診断で再度入院となった。MEPM 点滴、ステロイド漸減投
与を行った。入院中に舌咽神経麻痺、舌下神経麻痺も出現した。2 か月後より高圧酸素療法を 30
回施行した。内服抗菌薬への切り替えを 2 回試みたが炎症反応の増悪を認め、MEPM 点滴を外
来にて継続し、その投与量を慎重に減量していく方針とし、退院となった。経過中に、顔面神経
麻痺、舌咽神経麻痺、舌下神経麻痺は治癒した。発症 1 年の CT にて骨破壊像の改善を認めた。
その結果をうけて MEPM 終了とし、現在再燃は認めていない。MEPM の投与期間は 1 年に及
んだ。症例 2： 74 歳女性、既往に糖尿病があった。左上顎洞真菌症に対し当科で手術加療を予
定していたが、左耳痛と顔面左側の運動障害が生じた。CT にて左中耳炎と頭蓋底の骨破壊を認
め、頭蓋底骨髄炎による顔面神経麻痺の診断で入院となった。入院中に舌咽神経麻痺、迷走神経
麻痺と考えられる左声帯麻痺、舌下神経麻痺が出現した。稀な真菌である Scedosporium 
apiospermum を左外耳道、左上顎洞から分離し、また 2 次感染と考えられる Enterobacter 
cloacae を検出し、これらを起炎菌と判断し抗菌薬、抗真菌薬による治療を行った。抗菌薬、抗
真菌薬の選択は感染症専門医との議論を踏まえ、最終的には TAZ/PIPC と VRCZ で加療した。
浅側頭動脈にカテーテルを留置し、TAZ/PIPC の動脈注射も併用した。3 か月間加療を継続し、
AMPC/CVA と VRCZ の内服に切り替え炎症所見の増悪がなかったため、退院となった。経過
中に、舌咽神経麻痺、舌下神経麻痺は治癒した。発症から 7 か月の CT にて骨破壊像の改善を認
めた。現在、左声帯麻痺、顔面神経麻痺は残存しているが再燃は認めておらず、抗菌薬、抗真菌
薬の中止を検討している。【考察】頭蓋底骨髄炎の古典的な定義としては、高齢で糖尿病の既往
があり、緑膿菌を病原菌とした壊死性の外耳道炎の進行により下位脳神経障害や頭蓋底骨髄炎を
併発し、時に致死的になるというものであった。近年は起炎菌として緑膿菌以外の菌や真菌によ
る報告も増加している。起炎菌の多様化や耐性菌の増加により、抗菌薬の選択に難渋する症例は
今後増加すると思われる。今回我々が経験した症例においても、症例 1 は多剤に耐性を持つ緑膿
菌、症例 2 は起因菌が稀な真菌であり、抗菌薬や抗真菌薬の選択や投与期間については感染症専
門医との連携により行った。また、脳神経麻痺を伴わない例や単神経麻痺の例と比較し、複数の
脳神経麻痺を伴う症例では致死率が高いという報告がある。今回の 2 例も共に複数の下位脳神経
麻痺を伴っており、予後不良の可能性が想定された。そのため抗菌薬の静脈内点滴に加え、高圧
酸素療法や側頭動脈からの抗菌薬動注療法も併用し治療を行った。2 例とも治療は奏効し、中耳
CT による骨破壊像の改善を認め、現在まで再燃を認めていない。頭蓋底骨髄炎においては、消
炎が得られた後にも、しばしば再燃を認めるため、長期間の抗菌薬投与が推奨されている。しか
し、抗菌薬を終了する時期については明確な指標はない。今回の症例からの経験として、中耳
CT による骨破壊像の改善は抗菌薬を終了とする指標となるものと考えた。
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手術介入を行った悪性外耳道炎 / 頭蓋底骨髄炎の 5 症例

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

【はじめに】
悪性外耳道炎は、糖尿病を有する高齢男性患者での緑膿菌感染から頭蓋底骨髄炎へと進展する

ものが典型例とされてきたが、最近では非典型例も報告されている。本邦では死亡例 22.5％との
報告もあり、早期診断と積極的な治療が望まれる疾患である。我々はこれらに対して抗菌薬の長
期投与に加えて手術介入を行うことにより良好な結果を得ており、今回自験例を振り返るととも
に文献的考察を加え報告する。

【対象と方法】
対象は 2008 年 4 月～ 2018 年 3 月までに当科で悪性外耳道炎もしくは頭蓋底骨髄炎の診断で、

手術介入を含めた治療を行った 5 症例である。年齢、既往歴、症状、画像所見、起炎菌、治療内
容について後方視的に検討した。

【結果】
年齢は、67 ～ 82 歳（平均 74.6 歳）で全例男性であった。既往歴・併存疾患については、重複

はあるが、糖尿病は 3 例に認め、その他には狭心症が 2 例、悪性腫瘍の既往が 2 例、冠動脈バイ
パス術後が 1 例であった。初診時症状は全例で疼痛（耳痛、側頭部痛）があり、顔面麻痺、開口
障害が各 1 例で認められた。初発症状出現から、悪性外耳道炎 / 頭蓋底骨髄炎として治療が開始
されるまでの期間は数日～ 4 か月であった。CT では全例で頭蓋底の骨破壊を認めた。起炎菌は
緑膿菌が 2 例、アスペルギルスが 1 例、2 例では培養陰性であった。治療は全例で抗菌薬、抗真
菌薬の長期投与と手術が併用され、2 例では高気圧酸素療法（2 気圧、1 時間）がそれぞれ 27 回、
43 回行われた。投薬内容は、2 例で CPFX+CFPM 静脈内投与（42 日間、50 日間）を、1 例で
は MEPM ＋ VCM 静脈内投与（53 日間）＋ CPFX 内服（32 日間）、1 例では MEPM 単独の静
脈内投与（32 日間）＋ CPFX 内服（43 日間）、真菌感染例では VRCZ（69 日間）＋ FMOX（62
日間）静脈内投与が行われていた。手術は全例 2 段階で行い、初回手術では可及的な腐骨の削除
と肉芽の除去を行い、耳後部は開放創とし、連日洗浄処置を行った。開放創より感染状態を確認
し、初回手術後 3 ～ 4 週間後に 2 回目手術を行い、耳後部を閉鎖した。初回手術は、治療開始後
4 日目、29 日目、24 日目、7 日目、6 日目にそれぞれ行われていた。

【考察】
悪性外耳道炎 / 頭蓋底骨髄炎の明確な診断基準はない。近年は、悪性外耳道炎の古典的な定義

に合致しない例が報告されている。本検討でも、真菌感染によるもの、糖尿病の既往がないもの、
慢性中耳炎術後から炎症が進展した例も認められた。治療は抗菌薬の長期投与が行われる他、高
気圧酸素療法、外科的ドレナージなどが提唱されている。抗菌薬は 2 種類以上が併用されること
も多く、治療後の再燃も多いため、6 週間以上の静脈内投与終了後に長期内服投与を追加するこ
とで高い改善率が得られることが報告されている。この疾患が難治であることの一因に、病変部
位に腐骨や肉芽形成が生じるため血流障害が生じ抗菌薬の局所濃度が高められないことが挙げら
れる。手術の目的は病理学的に腫瘍性疾患の鑑別を行う他、この腐骨や肉芽を可能な限り徹底的
に除去することである。加えて耳後部の開放創から炎症のモニターが可能な点が利点として挙げ
られる。その結果、本報告例では、早期にこの疾患を疑い、計画的に手術を含めた治療介入が行
うことができた例では、過去の報告の投薬期間（6 か月～ 1 年程度）と比較しより短期間の投薬
にもかかわらず再燃を経験していない。5 症例と症例数が少ないため、再燃予防も含めた抗菌薬、
抗真菌薬の至適投与期間については更に検討が必要であるが、徹底的な病変の腐骨や肉芽摘出は
予後改善と投薬期間の短縮に有効ではないかと考える。

【まとめ】
悪性外耳道炎の古典的定義に合致しない非典型例であっても、悪性外耳道炎から頭蓋底骨髄炎

への進展の可能性を疑う必要がある。手術も含め早期より積極的に介入することで予後の改善が
見込めると考えられた。
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外耳道外骨腫手術における皮膚温存のための工夫

中西　　悠、山本　悦生、老木　浩之、田邉　牧人、竹田将一郎
耳鼻咽喉科サージクリニック　老木医院

【はじめに】外耳道外骨腫の手術において、術後治癒までの期間は、外耳道皮膚をいかに温存で
きたかより大きく異なる。病変の形態はバリエーションに富んでおり、骨削除の方法も各症例の
形態に合わせた手技が求められる。

今回我々が経験した外耳道外骨腫に対する経外耳道手術 24 例 46 耳の経験をもとに、外耳道皮
膚温存のために用いている手技について報告する。

【前処置等】外耳道外側の毛は視野を妨げないように、手術の始めに短く処理する。外耳道の耳
垢は可及的に深部まで取り除く。皮膚切開は骨部外耳道の最外側でかつ、外骨腫病変よりも外側
となるように設定し、テラメッサーで直線的に切開する。止血には、1cm ガーゼに 0.1％アドレ
ナリン外用液を浸したものを用いており、電気凝固装置は使用していない。

【骨削除について】
骨削除には 1mm 幅のノミと鋭匙を用いている。バーを用いる際に必要になる骨粉除去のため

の水灌流を要しないので、皮膚温存に有利と考えられる。外耳道狭窄が高度な例では、外耳道内
の隆起した骨病変同士が近接、あるいは癒合することがある。針も入らないような狭窄部位は皮
膚剥離が困難であるが、皮膚を十分に剥離しないままノミによる骨削除を行うと、ノミの操作に
よって跳ね上がった骨片により、二次的に外耳道皮膚の損傷を招くことがある。骨病変から皮膚
を剥離し、狭窄部より外耳道深部に落とし込むようにすると、ノミの操作による皮膚損傷を回避
できる。外耳道皮膚を落とし込めないほど狭窄が高度な際には、まず最狭窄部の表層を薄く削ぐ
ように削除し、皮膚剥離のためのスペースを作成する。

複数の外骨腫病変がある場合の骨削除の順番については、原則的に外耳道の外側にある病変か
ら開始する。高度狭窄例では、外耳道上方に有茎性の比較的大きな病変を有することが多く、こ
の位置の病変が削除できると外耳道のスペースが広がり、外耳道内で鋭匙などを用いる角度に自
由度が増す事が多い。そのため手術の早い段階で外耳道上方の病変を除去できるよう骨削除の順
番を考慮する。

骨削除は一箇所の操作のみを深く進めずに、鼓膜の全体像を把握しながら最終的な外耳道形態
を想定して各部位の処理をすすめる。

外耳道後下方方向の鼓膜輪近くには顔面神経が走行することがあるので、外耳道がコンケーブ
状にならないように骨削除を行う。外耳道の最深部の鼓膜輪近くの病変の除去には、鋭匙を用い
ている。鼓膜輪付近は外耳道皮膚を損傷した場合に止血が難しいことがあるので注意が必要であ
る。

【パッキング】外耳道の骨病変処理が終了したら外耳道皮膚を骨面の露出がないように戻す。フィ
ブリンのりは使用していない。切開部にベスキチンシートを置いた上で、特に外耳道の前壁皮膚
と鼓膜のアングル部をしっかりとパッキングしている。このパッキングが不十分なまま、術後早
期にガーゼ抜去すると外耳道前壁皮膚が腫脹して鼓膜と接してしまい、伝音難聴をきたすことが
ある。

外耳道皮膚の温存に努め、骨面露出がなければ、通常術後 2 日目には耳内ガーゼ抜去が可能に
なる。耳内ガーゼ抜去後は点耳薬のみの処置で、術後 2 週間程度で創部の上皮化が得られる。
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open cavity 後の耳漏持続に対するケナコルト注入療法

阪本　大樹 1、小西　将矢 1、鈴鹿　有子 1、三谷　彰俊 1、井原　　遥 2、 
福井　英人 2、岩井　　大 1

1 関西医科大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 関西医科大学総合医療センター

〈はじめに〉
慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎に対する中耳手術の目的は disease free で dry ear にすることで

ある。canal wall down mastoidectomy はいわゆる open mastoid cavity であり、meatoplasty を
加えることで mastoid cavity をほぼ耳内より見渡すことができ、真珠腫手術においては再発率
の低下に繋がっていると考えられている。ただし mastoid cavity の発育のいい症例では
meatoplasty を加えても cavity が dry となりにくく定期的な耳洗浄や点耳薬により術後処置が
必要なことがある。文献的ではあるが、open cavity の 20％以上が定期的な術後処置が必要であ
るとの報告もあり、発育の良い open cavity 後の耳漏に対しては management が難しいとされ
ている。当科では特に cavity の発育良好な症例に対しては自家軟骨や結合織などで充填し、耳
漏が cavity 奥に貯留しにくい構造を形成することかつ cavity の表面積を小さくすることで、
open cavity 後の炎症性肉芽や耳漏持続に対処しているが、中には炎症性肉芽が持続し dry ear
となりにくいケースも抱えている。今回我らは当科で施行した open cavity 後の定期的処置中の
耳漏持続症例に対して、ケナコルトの使用を試みたのでその効果を含め報告する。

〈症例と方法〉
当科で慢性中耳炎ないし真珠腫性中耳炎で canal wall down mastoidectomy を施行後、術後定

期的処置（タリビット耳浴・リンデロン耳浴）にも関わらず半年以上 open cavity が wet であり、
耳漏中からタリビットに耐性を示す細菌は検出されなかった 21 例に対して 2017 年 8 月から
2018 年 1 月の間にケナコルトを局所加療目的で点耳薬として使用した。今回我々が使用したケ
ナコルト -A はトリアムシノロンアセトニド水性懸濁注射液 PH 5.0-7.0 の合成副腎皮質ホルモン
剤で、抗炎症性・抗アレルギー作用が強く水・エーテルにはほとんど溶けないので、点耳薬は混
濁液をそのまま処方し 1 日 1 回、2-3 滴を 10 分間耳浴スタイルで使用した。顕微鏡下と内視鏡下
で点耳開始 2 週間後の cavity の状態の観察と症状変化（不快・掻痒感の軽快・消失）について
も評価した。

〈結果〉
21 例中 2 週間後に耳漏消失と dry ear を認めたのは 16 例（76.1％）であり、痒みの軽快・消

失を認めたのは 19 例（90.5％）であった。ただし、dry ear となった 16 例のうち 3 例は dry ear
となった後 3 ヶ月以内の耳漏再燃を認めた（dry ear 後 1 ヶ月後が 1 名、2 ヶ月後が 2 名）。また
dry ear となった 16 例中の 12 例（75.0％）はケナコルト点耳前の状態での培養検査は陰性であっ
た。

〈考察〉
慢性的な術後炎症状態に対するケナコルトは有効であり、特に痒みの症状に対しては高い確率

で症状改善が認められた。培養検査上陰性例で効果を示す例が多かったが、菌検査上真菌や細菌
が検出されている例でも dry ear となる症例が散見された。ただし時間経過で再発も認め、今回
は dry ear 後半年以上での follow up は行えておらず長期観察下での症状ならびに所見の推移を
見て行く必要がある。
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非症候群性難聴 DFNA34 の原因遺伝子同定および病態解明

中西　　啓 1,2、川島　慶之 2,3、峯田　周幸 1

1 浜松医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 
2 米国国立衛生研究所　国立聴覚・伝達障害研究所、3 東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
NLRP3 は NLRP3 蛋白質をコードする遺伝子で、単球、マクロファージ、樹状細胞などの自

然免疫担当細胞に発現している。NLRP3 は、細菌やウィルスなどの病原体により活性化され、
アダプター蛋白質 ASC およびエフェクター蛋白質 Pro-caspase-1 と介合して、NLRP3 インフラ
マソームと呼ばれる蛋白質複合体を形成する。NLRP3 インフラマソームが形成されると活性型
Caspase-1 が産生され、Interleukin-1β（IL-1β）などの炎症性サイトカインの分泌が誘導される
ことで炎症が惹起される。このように、NLRP3 インフラマソームは、細菌やウィルスなどの病
原体に対する細胞内センサーとして機能して、自然免疫担当細胞における炎症応答の中心的役割
を果たしている。NLRP3 の機能獲得型変異は、全身性自己炎症性疾患であるクリオピリン関連
周期熱症候群（CAPS）を引き起こす。CAPS は、NLRP3 変異により NLRP3 インフラマソー
ムが恒常的に活性化されることにより、自然免疫担当細胞から IL-1β が分泌され全身性炎症を生
じると考えられている。本疾患では、周期性発熱、蕁麻疹様の発疹、関節痛・関節炎、感音難聴
などが特徴的な症状である。今回われわれは、非症候群性常染色体優性遺伝性難聴家系を解析し
て、NLRP3 の機能獲得型変異により非症候群性難聴（DFNA34）が発症することを明らかにし
たので報告する。

【方法】
非症候群性常染色体優性遺伝性難聴家系（LMG113）の遺伝子解析および臨床症状について評

価した。また、マウス蝸牛を用いて、蝸牛内で NLRP3 インフラマソームが活性化されるかにつ
いて検討した。本研究は、米国国立衛生研究所で行われ、同施設の倫理委員会で審査・承認され
ている。

【結果・考察】
非症候群性常染色体優性遺伝性難聴家系（LMG113）の連鎖解析を行い、本家系の疾患原因変

異が 1 番染色体長腕末端 1q43-1q44 領域の 3.93Mb にあることを明らかにした。この領域に含ま
れる 36 種のタンパク質をコードする遺伝子について変異解析をおこない、NLRP3 にミスセン
ス変異を同定した。このミスセンス変異は、286 人の正常コントロールには同定されず、また
ExAC データベースに収載されている約 6 万人の塩基配列解読データにも収載されていなかっ
た。変異が同定された患者において造影 FLAIR-MRI を撮影したところ、蝸牛に造影効果が認め
られたことより蝸牛の炎症が示唆された。これらの患者において、IL-1 受容体アンタゴニスト（キ
ネレット）を 4 カ月投与したが、聴力閾値の低下は認めなかった。マウス蝸牛において、
NLRP3 インフラマソームを構成する NLRP3、ASC、Pro-caspase-1、IL-1β の mRNA が発現し
ているか評価したところ、すべての mRNA が発現していた。またマクロファージに特異的な抗
F4/80 抗体でマウス蝸牛を染色したところ、ラセン神経節、コルチ器、基底板、血管条、ラセン
靱帯に染色される細胞を認めた。マウス蝸牛において NLRP3 インフラマソームが活性化される
か検討するために、蝸牛を分離・培養してリポ多糖（LPS）と ATP で刺激したところ、蝸牛か
ら IL-1β の分泌が亢進した。この反応は、NLRP3 インフラマソームに特異的な反応であり、蝸
牛で NLRP3 インフラマソームが活性化されることを示唆している。LPS で刺激した蝸牛を抗
IL-1β 抗体で染色したところ、抗 F4/80 抗体で染色された細胞と同じ細胞が染色された。これら
のことより、マウス蝸牛内にマルロファージ様細胞が存在し、その細胞内で NLRP3 インフラマ
ソームが活性化されることが示唆された。

【結語】
NLRP3 の機能獲得型変異は、CAPS のみではなく、非症候群性難聴の原因となることを明ら

かにした。マウス蝸牛と同様に、ヒト蝸牛内においても、蝸牛内にマルロファージ様細胞が存在
し、蝸牛局所で NLRP3 インフラマソームが活性化されることにより非症候群性難聴が生じる可
能性があると思われた。

【謝辞】
本研究は、米国国立研究所の Andrew J. Griffith 先生（国立聴覚・伝達障害研究所）の研究室

でおこなわれた。Andrew J. Griffith 先生、来間清人先生をはじめ、同研究室でご指導いただい
先生に深謝いたします。
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Exome 解析により同定された新規難聴原因候補 SLC12A2 変異と 
その機能解析

務台　英樹 1、和佐野浩一郎 1,2、奈良　清光 1、松永　達雄 1,2,3

1 国立病院機構東京医療センター　感覚器センター　聴覚平衡覚研究部、 
2 国立病院機構東京医療センター　耳鼻咽喉科、 

3 国立病院機構東京医療センター　臨床遺伝センター

【目的】　遺伝性難聴が疑われる患者において、既知の難聴遺伝子に病的変異が見つからない場合、
当研究部では未知の原因遺伝子同定を目的とし、全遺伝子のエクソン領域（exome）解析を実施
してきた（第 25 回、27 回本学会）。今回、複数の難聴者家系に対して、新規難聴遺伝子候補
SLC12A2 を同定し、各変異の機能解析を実施したので報告する。

【方法】　対象は遺伝性難聴が疑われ、難聴遺伝子の保険検査で原因未確定、または GJB2 病的変
異および m.1555A＞G, m.3243A＞G 変異なしの 3 家系。2 家系に対しては患者および両親、1 家
系に対しては患者のみより血液由来 DNA から exome 領域を濃縮し、Illumina 社製次世代シー
ケンサーにより配列を得た。人種アリル頻度情報を含めた各種生物情報および家系解析により原
因候補の絞り込みを実施した。検出された変異は「既知の症候群性・非症候群性難聴との関連報
告がある遺伝子」を第一優先、「マウスモデルで難聴を起こす遺伝子」を第二優先として選択した。
変異は Sanger 法で確認した。

スプライス変異解析には SLC12A2 複数 exons を含む約 2.5kb ゲノム領域を挿入した
minigene を構築し、HEK293T 細胞に形質転換し、転写産物発現を RT-PCR により検出した。
分子機能解析には、Cl– 濃度により蛍光強度が変化する YFP との融合組換え SLC12A2 正常体お
よび変異体を doxycycline 誘導により発現する細胞系を構築し測定した。さらに、カニクイザル
蝸牛を用い蝸牛血管条における SLC12A2 の局在を免疫組織化学的手法により検討した。

【結果と考察】　3 家系（優性 1 家系、孤発 2 家系）の患者はいずれも先天性重度難聴を示し、ま
た一部の患者は平衡覚障害を呈した。他の臓器に異常は見られなかった。Exome 解析により 3
家系ともに既知難聴遺伝子は候補になく、第二優先順位中の SLC12A2 のみにヘテロ変異が同定
された。優性家系における変異と表現型の一致、また孤発家系においては de novo 変異であるこ
とを Sanger 法により確認した。

SLC12A2 は内リンパ恒常性維持に関わる Na+, K+, Cl– トランスポーター NKCC1 をコードし、
Slc12a2 欠損動物マウスが先天性重度難聴と平衡覚障害を呈することが既に知られている。各種
実験により、3 変異のうちのスプライス変異は exon skipping をおこし、in frame truncated 
variant を生じる変異であること、各変異体は正常体 SLC12A2 に比較し有意に Cl– 輸送能が減少
していること、蝸牛血管条における SLC12A2 シグナル局在部位が哺乳類間で共通であることが
示された。

以上、Exome 解析により、新規難聴遺伝子候補 SLC12A2 を同定した。変異領域の相互作用
分子、また検出された SLC12A2 変異の分子病態が haploinsufficiency なのか dominant negative
効果なのかに興味が持たれる。

【謝辞】　本研究は理化学研究所・統合生命医科学研究センター　桃沢幸秀・鎌谷洋一郎・久保充
明各先生、東京医科歯科大学・難治疾患研究所　宮冬樹・角田達彦各先生、ノースウェスタン大
学　本間和明先生との共同研究である。また、カニクイザル蝸牛組織は医薬基盤研究所霊長類医
科学研究センター　柴田宏昭先生より提供を受けた。
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単一細胞網羅的遺伝子発現解析による 
発生期マウス内耳蝸牛感覚上皮予定領域特異的遺伝子の同定

山本　典生 1、十名　洋介 1、山本　亮介 1、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 滋賀県立総合病院研究所

【はじめに】
蝸牛の発生は複雑な過程をたどり、また、蝸牛は異なった性質をもつ様々な種類の細胞から構

成されるため、蝸牛発生における遺伝子発現解析には単一細胞レベルでの網羅的遺伝子発現解析
が必須である。我々は蛍光タンパク質などのトランスジーンを用いずに蝸牛の単一細胞網羅的遺
伝子発現解析を行うプロトコールを確立して、これを発生期マウス内耳蝸牛の遺伝子発現解析に
応用している。

一方、これまで蝸牛感覚上皮予定領域のマーカーとして Sox2 がもっとも知られているが、こ
の領域からは発生後期で有毛細胞や支持細胞などが発生してくることから、Sox2 陽性細胞が単
一の細胞集団とは考えにくい。そこで我々は単一細胞網羅的遺伝子発現解析を行うことにより、
Sox2 陽性の蝸牛感覚上皮予定領域のサブポピュレーションを同定することを試みた。

【方法】
E13.5 マウスの蝸牛上皮を採取し、個々の細胞に分離し各細胞から RNA を抽出、cDNA を合

成した後、ハウスキーピング遺伝子である Gapdh と Sox2 の発現を qRT-PCR で確認した。その
結果、81 個の細胞の cDNA から Gapdh が検出され cDNA の合成に成功したことが判明し、47
個が Sox2 陽性細胞、34 個が Sox2 陰性細胞であった。これら 81 個の細胞の cDNA に対して
Affymetrix 社製 GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array によるマイクロアレイ解析を行った。

【結果】
プローブの発現値が、Sox2 陰性細胞 34 個すべてで 3 以下の遺伝子、つまり、Sox2 陰性細胞

で発現していないと考えられる遺伝子のプローブはマイクロアレイ上の 45101 種類の全プローブ
中 14424 種類であった。次に、Sox2 陽性細胞 47 個のうち、1 個以上の細胞において発現してい
ると考えられる遺伝子のプローブ（発現値が 4 以上を発現と定義する）は 14424 種類のうち
2520 種類であった。本研究では、Sox2 陽性細胞に複数種類の細胞があると仮定しているので、
Sox2 陽性細胞の中で、一部の細胞でしか発現していない遺伝子を同定するため、発現値が 6 を
超える細胞が Sox2 陽性細胞 47 個中 6 個以上あるような遺伝子プローブをピックアップした。
この条件を満たし、かつ、アノテーションのあるプローブは 2520 種類のうち、26 種類であった。

さ ら に、NCBI　（National Center for Biotechnology Information） が 提 供 す る Gene や
Harvard 大学が提供する内耳の遺伝子発現データ b- エス SHIELD を用いて、上記の 26 種類の
候補遺伝子の機能や内耳における遺伝子発現様式を調べ、内耳でなんらかの機能を持つと考えら
れる遺伝子をピックアップした。NCBI において内耳における遺伝子発現や機能解析が報告され
ている、または、SHIELD において有毛細胞での発現量と支持細胞での発現量になんらかの差が
あった（有毛細胞にのみ高く発現している、または支持細胞にのみ高く発現している）遺伝子は、
7 種類であった。

これら 7 種類の遺伝子について、E13.5 マウス蝸牛から調整した cDNA を用いた RT-PCR と
E13.5 マウス蝸牛に対する in situ hybridization を行ったところ、7 種類すべてが E13.5 マウス蝸
牛に発現することが確認でき、また、1 種類はマウス蝸牛の頂回転の感覚上皮予定領域に発現し
ていることが確認できた。

【考察・結論】
本研究で、我々が用いている単一細胞からの網羅的遺伝子発現解析により、発生期マウスの内

耳蝸牛感覚上皮予定領域の一部に発現する遺伝子の候補を同定することができた。今後は、遺伝
子の機能解析を行っていく予定である。本研究を進めることにより、内耳蝸牛感覚上皮発生の新
たなメカニズムの解明につながる可能性がある。
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遺伝子治療のためのマウス蝸牛へのウイルスベクター投与法

吉村　豪兼、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

近年、多くの疾患で遺伝子治療の実用化に向けての動きが加速している。遺伝性難聴について
もここ数年、難聴モデルマウスに対してアデノ随伴ウイルス（AAV）を主としたウイルスベクター
を介して内耳へ遺伝子導入を行い、一定の治療効果が報告されてきている。一方で、これらの報
告はいずれも幼若マウス（生後 10 日以下）を用いており、内耳の発達過程での治療介入を意味
する。従ってヒトへの応用を考えた場合、少なくとも内耳が成熟した状態のマウス（生後 2 週以
降）を対象とした研究成果が次の課題とされている。しかし、成体マウスへ効率的に遺伝子導入
することは容易ではない。今回マウス蝸牛への様々な遺伝子導入法をまとめるとともに、我々の
考案した投与法についても併せて報告する。

マウス蝸牛への遺伝子導入については局所投与、および静脈投与が考えられる。静脈投与は出
生直後であれば superficial vein（Shibata and Yoshimura, 2017）、もしくは retro-orbital 経由で
の投与、以降は頸静脈、および種に応じて尾静脈への投与が可能となる。しかし全身投与で最も
問題になるのは血液迷路関門の存在である。局所投与については正円窓経由（RWM approach）
や cochleostomy、後半規管や内リンパ嚢への投与が報告されている。臨床応用を念頭に入れた
場合、RWM approach が最も考えやすいが、従来の報告、および我々の結果も同じく成体マウ
スへの投与は基底回転を中心とした導入に留まり不十分であった。これは特にげっ歯類において
基底部鼓室階より頂部を経て前庭階への外リンパ液の流れが乏しいという過去の報告が背景にあ
ると考えられた。そこで我々は RWM approach の前に後半規管を削開し、外リンパ液を排出さ
せることにより longitudinal flow を誘導し、その後正円窓より投与する方法を考案した

（Yoshimura et al., 2018）。今回は AAV2/9 を用いて検証したが、ターゲットとした内有毛細胞
へほぼ 100% 全回転に渡って導入され、投与前後の聴力変化、前庭機能低下を示唆する所見も認
めず安全な投与法であると考えられた。成体マウスへの投与法として非常に有用であり、今後難
聴モデルマウスを用いた治療研究へ活用する予定である。
（本報告はアイオワ大学 Richard Smith 教授、Seiji Shibata 医師との共同研究の成果である）
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コモンマーモセット蝸牛におけるミトコンドリアの観察

鈴木　成尚 1、佐伯　　翼 2、藤岡　正人 1、細谷　　誠 1、三枝　智香 1、 
神﨑　　晶 1、大石　直樹 1、西山　崇経 1、野口　　勝 1、小川　　郁 1

1 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、2 慶應義塾大学　医学部　生理学教室

【はじめに】
ミトコンドリアは好気性呼吸の場としてエネルギー産生に重要な役割を果たす細胞内小器官で

あり、聴力の維持にも深く関与している。かつてより活性酸素種（ROS）を介した酸化ストレス
とミトコンドリアの機能障害との関連が報告されてきた。酸化ストレスにより機能低下を来した
障害ミトコンドリアはアポトーシスを誘導し、蝸牛では内耳性難聴を惹起する。一方、障害ミト
コンドリアはマイトファジーと称される選択的オートファジーによって細胞内消化されているこ
とが近年明らかにされた。異常ミトコンドリアの選択的分解・処理がミトコンドリアの品質を維
持し、細胞内の恒常性の維持と生存に寄与していると考えられている。オートファジーと内耳機
能の関連については遺伝子改変マウスによる報告がなされつつある。他方我々は、霊長類と齧歯
類でその遺伝子発現や蝸牛の微細形態に差異があることを小型霊長類コモンマーモセット組織と
ヒト iPS 細胞由来内耳細胞を用いて報告してきた。本研究ではコモンマーモセットを用い、蝸牛
上皮におけるミトコンドリアの分布とマイトファジー発現パターンを検討し、霊長類蝸牛におけ
るミトコンドリアの生理状態を把握することを目的とした。

【対象および方法】
健常若年成体コモンマーモセットの側頭骨組織切片を用い、蛍光免疫組織化学染色標本の観察

（2 個体）を行い、さらに透過電子顕微鏡での観察（2 個体）を行った。
1. 免疫組織化学染色異常ミトコンドリアをマイトファジーへ誘導するキナーゼの一つである

PINK1 の生理的な発現パターンを免疫組織化学染色で検討した。膜電位が低下した機能不全ミ
トコンドリアでは PINK1 は分解を逃がれてミトコンドリア外膜で安定化するため、異常ミトコ
ンドリアの目印として PINK1 を利用できる。すなわち、免疫組織染色で PINK1 の発現が豊富に
みられる部位では、マイトファジーが亢進していると想定される。

2. 透過電子顕微鏡透過電子顕微鏡を用い、蝸牛内の各部位におけるミトコンドリアの数、局在
や形態を観察した。さらにマイトファジー像を観察した。

【結果】
1. 免疫組織化学染色内有毛細胞、外有毛細胞、血管条辺縁細胞、内柱細胞、外柱細胞において

PINK1 の強い発現を認めた。
2. 透過電子顕微鏡内有毛細胞、外有毛細胞、血管条辺縁細胞ではその他の部位に比して、細胞

内ミトコンドリア数が多かった。血管条ではサイズの大きいミトコンドリアを認め、マイトファ
ジー像が観察された。

【考察】
内有毛細胞は活動電位を生成し、外有毛細胞は細胞長を常に伸縮している。血管条はイオン環

境の恒常性と内リンパ電位維持のために ATP 依存的にイオンを常に汲み上げている。これらの
細胞はエネルギーを多量に要する部位とされるが、今回の電子顕微鏡での検討でもこれらでミト
コンドリアが多く分布していた。また、同部位では PINK1 の強い発現を認めたことから、恒常
的にマイトファジーが起こっている可能性が推測された。ミトコンドリアは品質維持と細胞内分
布のため融合と分裂を繰り返すが、血管条ではサイズの大きいミトコンドリアを認められ、融合
亢進状態にあると考えられた。ミトコンドリアは飢餓状態で融合の促進がされるという報告があ
るが、飢餓状態はオートファジーの誘導状態でもある。エネルギーの枯渇を示唆する所見とする
と、マイトファジーが活発に起こっていることが支持される。以上より、内有毛細胞、外有毛細
胞、血管条では蝸牛機能維持のために多量のミトコンドリアによるエネルギー産生を要し、さら
にミトコンドリアの品質維持のために恒常的にマイトファジーが起きていることが示唆された。
聴覚系におけるマイトファジーの生理的意義は十分には解明されていないが、ROS の蓄積を介
した細胞死が進行性難聴の原因の一つである事を考えると、マイトファジーは細胞内防御機構と
して働き、聴覚の恒常性維持に重要な役割を果たす可能性がある。このような霊長類内耳におけ
る研究は、今後のヒト内耳性難聴の病態解明に向けて重要な課題であると我々は考えている。

O-157



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 430, 2018

蝸牛内カルシウム制御に関与する新たな分子機構の検討

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

【背景】音波は蝸牛の有毛細胞で電気信号に変換され（機械電気変換）、聴神経を介して脳に伝達
される。これを達成するために蝸牛は低 K、高 Na からなる外リンパ液と高 K、低 Na からなる
内リンパ液とで形成され、内リンパは外リンパ液に比して約 80mV の内リンパ腔電位を有する。
一方、Ca に関しては、外リンパ液内では通常の細胞外液に近く、約 1.2mM であるが、内リンパ
液では約 0.2µM と極めて低値である。しかし、この内リンパ液の Ca 濃度の上昇、低下とも難聴
を生じることが報告されており、内耳でのCa濃度を恒常的に維持することは重要である。しかし、
Ca の内外リンパ液間における輸送や維持機構に関しては不明な点が多い。そこで主に副甲状腺
や腎臓に高頻度に発現し、血中 Ca 濃度の恒常性維持に重要な役割を果たしているカルシウム感
知受容体（Calcium　sensing　receptor：CaSR）に着目し、その内耳での発現、局在部位、機
能に関しての検討を行った。【方法】　6 週齢 Wister ／ ST ラットを使用した。蝸牛を取り出し、
その抽出タンパク質を用いウェスタンブロッティングを行い CaSR の発現を検討した。また凍結
切片を作製し免疫組織染色を行い、その蝸牛における局在を解析した。また、蝸牛の組織を用い
た Ca イメージングによる解析を行った。【結果】　ウェスタンブロットでは 139±3KDa の位置
にバンドを認め、蝸牛における CaSR の発現が確認された。免疫組織染色ではラセン靭帯、骨ラ
セン板、ラセン軸動脈への発現を認めた。ラセン靭帯での発現はその中でも一部分に限局してお
り、その発現の部位及び周囲の細胞との形態の違いから 1 型線維細胞への発現と考えられた。
Ca イメージングでもラセン靭帯の一部分においてその他の部位に比して 2.2mM の Ca 負荷によ
る細胞質内 Ca 濃度の上昇及び、CaSR の選択的アンタゴニストである NPS2143 投与による抑制
を認めた（p＜0.05）。【考察】ウェスタンブロッティングにて蝸牛における CaSR の発現を確認
でき、免疫組織染色では、ラセン軸動脈、ラセン靭帯、骨ラセン板での発現を認めた。中でもラ
セン靭帯は線維細胞から構成され、血管条とともに蝸牛外側壁を構成し、蝸牛の内外リンパ液の
恒常性維持に重要な役割を果たしている。Ca イメージングではラセン靭帯の一部分で 2.2mM と
いう生理的環境に近い Ca 濃度負荷による細胞質内 Ca 濃度の上昇及び CaSR の選択的アンタゴ
ニストである NPS2143 による抑制を認め、生理的環境下で機能的に発現していることが確認で
きた。蝸牛外側壁での物質に輸送に関しては、CaSR を高頻度に発現している腎臓の尿細管、特
にヘンレ上行脚と類似点が多い。腎臓のヘンレ上行脚では CaSR は Ca の再吸収を抑制すること
で血中の Ca 濃度の調整を行っている。ラセン靭帯においても、CaSR がヘンレ上行脚での作用
同様に、外リンパ液での Ca 濃度を感知し、内リンパ液と外リンパ液間での Ca 輸送を制御する
ことで Ca 濃度の恒常性維持に寄与している可能性がある。
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ヒト iPS 細胞由来内耳オルガノイドを用いた 
薬剤性神経障害モデルの解析

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

1 東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科、2 慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【背景】
近年の再生医学分野の発展により、様々な臓器を in vitro で再現する試みが報告されている。内耳分野に

おいても有毛細胞、蝸牛神経節細胞、外らせん溝細胞を幹細胞から分化誘導するプロトコールが発表されて
いる（文献 1,2）。我々は、蝸牛神経節細胞の誘導を目指し、ヒト iPS 細胞由来内耳オルガノイド（ディッシュ
上で作製される立体組織）培養法を昨年度の本学会で発表した。ヒト幹細胞由来蝸牛神経節細胞を in vitro
で再現することで、疾患モデルの病態解析、細胞治療、薬効評価系に活用できる可能性がある。今回、内耳
オルガノイドの薬効評価系への応用可能性を検証するために、薬剤性神経障害モデルを作製しその解析を
行ったので報告する。

【目的】
動物実験の蝸牛神経障害モデル作製に汎用されるウアバイン（文献 3）を投与し、内耳オルガノイド上の

蝸牛神経節細胞様細胞の動態をライブセルイメージングによって解析する。
【研究方法】

ヒト iPS 細胞由来内耳前駆細胞を二次元培養で誘導した。続いて、同細胞を三次元培養下の分化条件へと
移し、内耳オルガノイドを作製した。ニューロン特異的発現プロモーターを用いた蛍光タンパク遺伝子導入
によって神経細胞を標識した後、ウアバインに暴露した。オルガノイド全体の蛍光輝度解析および、一細胞
毎の形態変化と蛍光輝度変化を、ライブセルイメージングにより解析した。

【研究結果】
培養オルガノイドにアデノ随伴ウイルス（AAV） Synapsin promoter :: EGFP レポーターウィルスを感染

させたところ、突起を有するニューロン様細胞が多数蛍光標識された。ウイルス投与 2 週間後の神経標識オ
ルガノイドの免疫染色を行うと、標識細胞の 81% が成熟ニューロンマーカー MAP2 陽性であり、Type1 蝸
牛神経マーカーの NKAa3 は 87%、Type2 蝸牛神経マーカーの Peripherin は 8% の細胞で陽性であった。
神経標識オルガノイドに 1µM、10µM、100µM のウアバインを投与し、24 時間毎にコンフォーカル顕微鏡
で観察したところ、10µM、100µM のウアバインを投与した群では 14 日間で蛍光輝度が不可逆性に低下す
ることが分かった。ウアバイン投与 7 日後のオルガノイドを回収し免疫染色を行うと、MAP2 陽性細胞の
減少と TUNEL 陽性細胞の増加を認めた。次に、より高倍率で 1 時間毎の撮影を行い、各細胞動態の解析
を行った。細胞面積に注目すると、ウアバイン投与 6 時間後までに細胞は膨化し、その後緩やかに縮小する
傾向をみとめた。また、Synapsin promoter :: EGFP の蛍光輝度の低下は最初の 4 時間で急激に起こること
が示唆された。また、ウアバイン投与 48 時間後の神経標識オルガノイドに Propidium Iodide（PI）による
死細胞染色を行ったところ、ウアバイン投与後のオルガノイドでは PI 陽性率が優位に上昇していた。

【考察】
AAV によりレポーター遺伝子を導入したオルガノイドを用いることで、オルガノイド上の蝸牛神経節細

胞様細胞のライブセルイメージが可能であった。神経標識オルガノイドにウアバインを投与すると、濃度依
存的な蛍光輝度の低下が観察された。この現象は免疫染色の結果より、MAP2 陽性の成熟神経細胞が細胞
死を起こすことに起因している事が示唆された。さらに、一細胞毎の動態を観察すると、ウアバイン投与に
よる細胞の膨化と蛍光輝度の低下が、比較的初期の数時間で起こることがわかった。また、ウアバイン投与
48 時間後の時点での PI 染色では、57％の神経細胞が細胞死を起こしていた。

本研究で構築した内耳オルガノイドを用いた実験系は、蝸牛神経節細胞様細胞をターゲットとした薬効評
価に応用可能であると考えられた。

【結論】
ヒト iPS 細胞由来内耳オルガノイド表面に局在する蝸牛神経様細胞は AAV による標識が可能であり、ウ

アバインに対する反応をライブセルイメージで観察可能であった。
【謝辞】
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ペンドリン（SLC26A4）変異に対する 
機能解析をもとにした病因性の検討

和佐野浩一郎 1、務台　英樹 1、松永　達雄 1,2、宇佐美真一 3、小川　　郁 4

1 国立病院機構東京医療センター　臨床研究センター　聴覚・平衡覚研究部、 
2 国立病院機構東京医療センター　臨床遺伝センター、3 信州大学　医学部　耳鼻咽喉科、 

4 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

遺伝性難聴に対する遺伝子検査の普及に伴い、病態と関連することが推測される多くの遺伝子
変異が発見され報告されているが、ひとつひとつの変異に対するタンパクの細胞内局在や機能の
解析といった病因性の検討は遅々と進んでいない。そのため多くの変異が VUS, variant of 
unknown significance と呼ばれる病因性不明変異に留まり、遺伝子検査と治療法開発の間におけ
るボトルネックとして大きな問題となっていることから、効率よくタンパク機能を評価すること
のできる方法の開発が急務とされている。そこで我々はペンドリン（SLC26A4）を対象とし、
プレートリーダー（SynergyTMNeo, BioTek 社）を用いて細胞内の蛍光強度変化を経時的に測定
することにより、陰イオン交換輸送機能を効率よく評価できる方法を開発し、昨年の当学会にて
ポスター発表を行った。

本 法 で は pH indicator も し く は I– 濃 度 に よ り 蛍 光 強 度 の 変 化 す る 蛍 光 タ ン パ ク
（mVenusH148Q/I152L）を導入・発現させた培養細胞を 96well plate 内に多数（～ 1.5×105/well）浮
遊させ、細胞周囲のイオン濃度変化に伴う蛍光強度の変化をプレートリーダーにより経時的に定
量することで細胞内の pH および I– 濃度を算出、ペンドリンの Cl–/HCO3

– および Cl–/I– 交換輸送
能を評価する（昨年発表済み）。

ペンドリンは Doxycycline 投与量により発現量の調整を行えるベクターを用いて細胞へ導入し
ており、Doxycycline の投与量に従ってペンドリンの発現量は増加し、機能のある変異に関して
は陰イオン交換輸送能も高くなる。各 cell line 間でペンドリン発現量に差があると正確に機能評
価ができないため、その差を補正する必要があると考えられた。そこで発現マーカーとしてペン
ドリンの C 末端につけた mTurquois2 の蛍光をセルカウンター（CountessTMII FL Automated 
Cell Counter, Invitrogen 社）を用いて測定し、Doxycycline 各濃度における 1 細胞あたりの蛍光
量（＝発現タンパク量）を算出した。それらを用いて補正を行うことでより正確にタンパク機能
評価を可能とした。

さらに、細胞膜上のペンドリンのアミノ基（-NH2）と結合する蛍光色素を用いて mTurquois2
からの蛍光共鳴エネルギー移動（FRET）を測定し、実際に細胞膜に移行しているタンパク量と、
小胞体などの細胞内小器官で凝集し細胞膜へ移行していないタンパク量を定量した。

これまでに報告された全変異の解析を目標としているため現在も解析は継続中であるが、すで
に新規変異を含め多数の解析を行い、各変異型の Cl–/HCO3

– および Cl–/I– 交換輸送能を解明した。
表現型のデータベースと組み合わせることで、これまで困難とされてきた DFNB4 および
Pendred 症候群に関する難聴の重症度や甲状腺腫合併の有無といった遺伝子型・表現型相関

（genotype-phenotype correlation）の解明を進めている。
本学術講演会では本研究の進捗状況を報告し、今後の展望について討議を行いたい。
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サリチル酸誘導体によるペンドリン変異体の正常膜輸送回復

村越　道生 1、和田　　仁 2

1 鹿児島大学　大学院理工学研究科　機械工学専攻、 
2 東北文化学園大学　科学技術学部　知能情報システム学科

【目的】
ペンドリン遺伝子の変異によって生成されるペンドリン変異体は、正常に膜輸送されずに細胞

内に蓄積される。その結果、陰イオン輸送機能を維持できず聴力低下を引き起こすと考えられて
いる。我々はこれまでに 10mM のサリチル酸が 4 種類のペンドリン変異体（P123S、M147V、
S657Y、H723R）の膜輸送を回復させることを明らかにしてきた 1）。しかし濃度が高いために細
胞毒性があることが分かっている。そこで本研究では、サリチル酸誘導体を候補としてより低濃
度で効果が得られる化合物の探索を試みた。

【方法】
日本人において報告されている 10 種類のミスセンス型ペンドリン変異体のうち、以前の我々

の研究でサリチル酸を作用させることで細胞質から細胞膜への局在変化が確認された 4 種類の変
異体（P123S、M147V、S657N、H723R）うち P123S および H723R 変異体の C 末端に 3×FLAG
タグを付加したものを HEK293 細胞にそれぞれ発現させた。化合物として、4 種類のサリチル酸
誘導体（サリゲニン、2- ヒドロキシアセトフェノン、2,3- ジヒドロキシ安息香酸、およびサリチ
ル酸メチル）を 1mM の濃度で作用させた。細胞内でのペンドリンの局在を蛍光標識抗体および
共焦点レーザー顕微鏡を用いて解析した。

【結果】
4 種類のサリチル酸誘導体（サリゲニン、2- ヒドロキシアセトフェノン、2,3- ジヒドロキシ安

息香酸およびサリチル酸メチル）を 2 種類のペンドリン変異体（P123S および H723R）を発現
させた培養細胞に 1mM で作用させた結果、サリゲニンは P123S および H723R のいずれの変異
体も、細胞質から細胞膜への局在変化させた。2,3- ジヒドロキシ安息香酸は P123S 変異体のみを
細胞質から細胞膜へ局在変化させた。2- ヒドロキシアセトフェノンおよびサリチル酸メチルでは
ペンドリン変異体の局在変化は観察されなかった。

【結言】
サリチル酸誘導体であるサリゲニンおよび 2,3- ジヒドロキシ安息香酸が、P123S および H723R

変異体を、サリチル酸よりも低濃度で膜輸送回復させることができる可能性が示唆された。

【参考文献】
 1）Ishihara K, Okuyama S, Kumano S, Iida K, Hamana H, Murakoshi M, Kobayashi T, Usami 

S, Ikeda K, Haga Y, Tsumoto K, Nakamura H, Hirasawa N, Wada H: Salicylate restores 
transport function and anion exchanger activity of missense pendrin mutations. Hear Res 
270, 110–118, 2010.
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ヒト iPS 細胞由来外らせん溝細胞における 
PENDRIN 結合因子の同定

佐伯　　翼 1、細谷　　誠 2、三枝　智香 2、藤岡　正人 2、小川　　郁 2

1 慶應義塾大学　医学部　生理学教室、2 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【背景と目的】Pendred 症候群は難聴と甲状腺腫を併発する遺伝性疾患であり、原因遺伝子の
SLC26A4 は一価の陰イオン交換輸送体である PENDRIN をコードしている。我々は、ヒト iPS
細胞から蝸牛上皮における PENDRIN 発現細胞である外らせん溝細胞の高効率な誘導に成功し、
Pendred 症候群患者 iPS 細胞を用いた病態解析から、疾患細胞におけるプロテアソーム阻害への
耐性低下と（Hosoya et al 2017）、オートファジーの促進による細胞死抑制を見出した。このこ
とから疾患細胞でのタンパク質分解系の機能の低下が示唆されたものの、その詳細なメカニズム
は不明だった。今回我々は、iPS 細胞由来外らせん溝細胞の PENDRIN と特異的に相互作用する
タンパク質を網羅的に解析し、本疾患の病態と関連する候補因子の同定を試みた。【方法】健常
者及びPendred症候群患者iPS細胞由来内耳外らせん溝細胞から全タンパク質を抽出した。次に、
磁気ビーズを用いて抗 PENDRIN 抗体による免疫沈降を行い、得られた免疫沈降物中に含まれ
るタンパク質を液体クロマトグラフィー / タンデム質量分析（LC-MS/MS）で同定した。【結果】
健常細胞および疾患細胞の試料中から全部で 22 種類のタンパク質の計量比較情報が得られた。
その中で、最も計量値が大きく、健常者と疾患細胞の PENDRIN の双方と結合するタンパク質
として、リソソーム内腔の酸性 pH の維持への寄与が知られるプログラニュリン（PGRN）が同
定された。【考察】PGRN は細胞増殖や炎症、損傷治癒など多彩な生理機能を持っており、神経
変性疾患の前頭側頭葉変性症およびリソソーム病の神経セロイドリポフスチン症の原因遺伝子と
しても知られる。PGRN はリソソームにも局在し、リソソーム内腔の酸性 pH を維持していると
考えられているが、その詳細な分子メカニズムはわかっていない。

我々はこれまでに、霊長類モデル動物のコモンマーモセット内耳蝸牛で、PGRN が外らせん溝
細胞でも発現していることを見出している。また、免疫電子顕微鏡法による解析で、本来内耳の
内リンパ腔と接する細胞膜上でイオン交換を行っているとされる PENDRIN が、ヒト iPS 細胞
由来内耳外らせん溝細胞のリソソーム膜上にも局在することがわかっている。

このことから、内耳外らせん溝細胞では、PENDRIN と PGRN が何らかの機能的な相互作用
を介して、リソソームの機能維持に働いており、Pendred 症候群患者の内耳外らせん溝細胞では、
PENDRIN の変異により PGRN との相互作用あるいはリソソーム膜上のイオン交換機能に異常
を来し、結果としてオートファジーの機能が低下していると仮説を立てている。今後、iPS 細胞
由来外らせん溝細胞のオートファジーやリソソームの機能解析を行っていく予定である。

本研究は、慶應義塾大学医学部生理学教室 岡野研究室（岡野栄之教授）との共同研究である。
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富士山頂（3776m）における歩行バランスの評価と 
急性高山病（Acute Mountain Sickness）との関連について

井出　里香
東京都立大塚病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】富士山は平成 25 年 6 月に世界文化遺産として登録され、海外からの登山者も増えて
いる。富士山頂では平地の 2/3 の気圧（660hpa）となるため、富士山の山岳遭難では急性高山
病（Acute Mountain Sickness = 以下 AMS）が約半数を占める。めまい・ふらつきも AMS の症
状の 1 つであるが、高所（低圧低酸素環境下）でのふらつきは滑落事故の要因にもなっている。
本研究では富士登山におけるバランス機能について静的平衡機能検査（重心動揺検査）と動的平
衡機能検査（体幹 2 点歩行動揺計）の両方から経時的変化を評価、検討した。また登山中のバラ
ンス機能のモニタリング、体調管理の観点から簡易検査として片足立ち、ファンクショナル・リー
チテスト（Functional Reach Test = 以下 FRT）、主観的なふらつき感の評価について検証した。
同時に滑落事故の要因となる登山中のバランス機能と AMS の重症度との関連性についても検討
した。

【対象・方法】22 ～ 28（23.7±2.4 歳）の健常男性 6 名を対象として、ヘルシンキ宣言に基づい
て説明・同意を得た。富士宮ルートより富士登山を行い、平地（宿泊施設）→富士山 5 合目（2400m）
→富士山頂（3776m）到着時→富士山頂（就寝前）→翌日富士山頂（起床時）→富士山 5 合目→
平地（診療所）において計 7 回測定した。
◆静的・動的平衡機能および簡易検査の評価　1）重心動揺計（GP-5000）2）体幹 2 点歩行動揺
計（MVP-WS2-S）3）ファンクショナル・リーチテスト（FRT）4）片足立ち（開眼、閉眼）5）
主観的運動強度　（Borg scale）6）主観的疲労感・主観的ふらつき感　（Visual Analog Scale）
◆急性高山病（AMS）の評価　7）AMS score による症状スコアリング 8）SpO2/ 心拍数（パル
スオキシメーター、SAT-2000）9）血圧測定

【結果・考察】・重心動揺検査は各地点での閉眼時の総軌跡長（ふらつきの程度）に有意差は認め
ず、ラバー負荷（前庭機能の簡易評価）もほとんど変化がみられなかった。体幹 2 点歩行動揺計
は上半身のふらつきが大きく（登山時＜下山時）、登山前後の平地でのふらつきは同程度である
ことから、下腿筋疲労などの影響より高度による影響の方が大きいと思われた。歩行時は酸素消
費量が増えるため、高所（低圧低酸素環境）ではより低酸素の影響を受けやすいものと推察され
た。FRT は、動的バランス能力の評価法で転倒の危険性を予測する指標である。5 名は頂上（就
寝前）では平地と比較して低下していた。開眼片足立ちは大きな変化は認めなかったが、閉眼片
足立ちではバラツキが大きかった。バランス能力と下腿筋力には正の相関があるため、下腿筋力
や運動能力などの影響により個体差が出たものと思われる。主観的なふらつき感も山頂において
有意に高かった。特に山頂到着時で高かったが、半数は翌日には軽快していた。SpO2 も改善し
ていたことから、高度に順応したことによるものと思われた。

【まとめ】静止時の重心動揺検査では前庭機能の変化はほとんど認めなかったが、歩行時の体幹
2 点歩行動揺計では下山時に上半身のふらつきが大きく、高度による影響の可能性が示唆された。
簡易検査では片足立ちは有意な変化は認めなかったが、FRT では高度の上昇とともに低下し、
動的バランス能力の低下を示した。主観的なふらつきも山頂で有意に高値を示していた。登山中
のバランス機能のモニタリングや 体調管理の簡易指標として FRT、主観的なふらつき感の有用
性が示唆された。
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飛込競技トップアスリートにおける耳疾患について

伊豫　巧朗 1、大谷真喜子 1、酒谷　英樹 1、金子富美枝 1,2、村上　大地 1、 
河野　正充 1、平岡　政信 1、グンデゥズメーメット 1、保富　宗城 1

1 和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 東京女子医科大学　東医療センター

【はじめに】
飛込競技は、飛込台もしくは飛込板から演技をしながらプールに飛び込む競技であり、高飛込

と飛板飛込に大別される。10m の高さから飛び込む高飛込の入水時の最高速度は時速 51km、衝
撃は400kg重に相当すると言われている。入水は両手を頭の上に伸ばし、オープンハンドテクニッ
クという特殊な形に両手を組んで頭から入水する形で行われるが、常に外傷の危険が伴う。特に
入水時の鼓膜穿孔は水中でカロリック反応を生じさせるため、微細なバランス調節を必要とする
演技に影響する可能性が高く問題となる。

飛込競技の練習は個人差や季節差もあるが週 5 ～ 6 日であり、強化合宿では集中的に毎日数十
本飛び込む。競技会では 1 種目あたり男子では 6 回の演技、女子では 5 回の演技があるが、複数
種目出場する選手も存在する。また、競技会中の休憩時間や競技会前後の時間に練習する選手も
多数見受けられる。このように選手の耳は入水時の圧刺激や音刺激を頻回に受けていると考えら
れるが、選手の耳疾患について調査した報告は我々が調べた範囲では認められなかった。そこで、
今回、飛込競技のトップアスリートにアンケート調査を行い、選手の耳疾患について調査した。

【方法】
対象は 2016 年と 2017 年の飛込ジュニア合宿、ナショナル合宿に参加したアスリート 30 人の

うちアンケート調査を施行できた 21 人で、男子選手 11 人（平均年齢 18.5 歳：13 ～ 26 歳）と女
子選手 10 人（平均年齢 16.6 歳：14 ～ 20 歳）である。

練習時間や頻度、鼓膜損傷の既往の有無、耳鳴の有無、急性感音難聴の既往の有無についてア
ンケート調査を行った。

【結果】
21 人の選手の飛込競技経験年数は平均 8.4 年（6 ～ 11 年）で、平均練習時間は夏では週 6.0 日

（4 ～ 7 日）、1 日 4.2 時間（2 ～ 8 時間）、冬では週 4.6 日（0 ～ 7 日）、1 日 2.3 時間（0 ～ 4 時間）
であった。

鼓膜穿孔の既往は 21 人中 5 人（23.8％）で認められ、右鼓膜穿孔が 3 人、左鼓膜穿孔が 1 人、
患側不明が 1 人であり、両側鼓膜穿孔や複数回穿孔を経験した選手は認められなかった。穿孔に
至らなかった鼓膜損傷が 1 人認められた。

耳鳴は 21 人中 10 人（47.6％）に認められ、右耳鳴 4 人、両耳鳴 6 人、患側耳不明 1 人であった。
いずれも持続時間数十秒のキーンという高音の耳鳴であった。耳鳴が始まった時期は、右耳鳴は
競技開始後平均 6.1 年、左耳鳴は平均 6.5 年であった。両側耳鳴は全員が同時期に発症していた。

急性感音難聴の既往は 21 人中 1 人（4.8％）に認められた。
文献的考察を含め報告する。
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聴力からみた聴覚障がい者スポーツの実際について

大谷真喜子 1、伊豫　巧朗 1、酒谷　英樹 1、金子富美枝 1,2、村上　大地 1、 
河野　正充 1、平岡　政信 1、グンデゥズメーメット 1、保富　宗城 1

1 和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 東京女子医科大学　東医療センター

聴覚障がい者アスリートが参加する競技会には必ず聴覚に関するルールがある。耳科学医に
とって、聴覚障がい者スポーツに関する詳細を知っておくことは有用であると考えられるが、現
在、聴覚障がい者スポーツに関与している耳科学医は多いとは言いがたい。そこで、今回はデフ
リンピックを例として聴覚障がい者スポーツの実際を報告する。
1　聴覚障がい者アスリートが出場可能な競技会

聴覚障がい者アスリートが出場するトップレベルの大会には、国内大会では全国障害者スポー
ツ大会や全国ろうあ者体育大会などがあり、また、国際大会ではデフリンピックや各競技団体の
国際ろう者スポーツ委員会（ICSD：The International Committee of Sports for the Deaf）認定
国際選手権大会などがある。出場権が獲得できればオリンピックにも参加可能である。しかしパ
ラリンピックでは、参加可能機能障害が筋緊張亢進、運動失調、アテトーゼ、四肢切断、筋力低
下、他動関節可動域制限、小人症、脚長差、視覚障害、知的障害の 10 の機能障害であるため、
聴覚障がい者アスリートは参加できない。
2　デフリンピックおよびその他の ICSD 認定競技大会における聴力に関するルール
1）聴力レベル

標準純音聴力検査において、良聴耳の気導平均聴力レベル（500、1000、2000Hz）が 55dB 以
上であること
2）オージオグラムによる選手のステータス

V：ICSD 公認オージオロジストによって検査され、有効とされている選手
C（CISS）：ICSD 公認オージオロジストによって確認され、承認されている聴力検査結果
N：自国のオージオロジストによって審査、承認されている選手
X：ICSD 公認オージオロジストによって危険 / 境界線上（55-65dB）にあるとされる選手
DQ：55dB の基準を満たしていない選手。

3）予備的聴力検査
X または N ステータスの選手は、ICSD 公認オージオロジストによって再検査される場合があ

る。
4）聴覚ドーピング検査

ICSD 公認オージオロジストは聴力の資格基準に疑義が持たれる C、N、X ステータスの選手
に対して必ず検査を行う必要がある。選手が 55dB 以上の聴力障害を有していないことが、
ICSD 公認オージオロジストによって判明した場合、当該選手は参加資格を剥奪される（DQ）。
5）ICSD 提出書類に記入する聴力検査

a　気導（250Hz ～ 8kHz）
b　骨導（500Hz、1kHz、2kHz、4kHz）
c　ティンパノグラム（音量　圧　コンプライアンス）
d　耳小骨筋反射　（同側　反対側）
競技大会 3 か月前までに 1 年以内の上記データを ICSD に提出する。遅れた場合に罰金が発生

する。人工内耳装着耳の聴力検査は不要だが、人工内耳装着耳側を記載する必要がある。また、
人工内耳非装着耳の聴力検査は必要となる。
6）禁止エリア

禁止エリア内でのウォームアップおよび試合中には、いかなる補聴機器、増幅器および人工内
耳体外装置の装着も厳しく禁止されている。「禁止エリア」については、各競技で定義されている。

以上のルールのため、デフリンピックでは視覚言語である国際手話や掲示物が用いられ、また、
スタートなどのシグナルには音ではなくフラッシュライトや旗が用いられている。陸上競技では
スターターにライトが装備され、バスケットではゴールやファールをゴールボードのライトで行
う。サッカーでは旗が用いられる。実例を示し、報告する。
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視覚障がい者スポーツにおける聴覚管理の事例検討

志賀　英明、宮澤　　徹、三輪　高喜
金沢医科大学　医学部　耳鼻咽喉科学

視覚障がい者は白杖、またはガイドや盲導犬の手引きにより左右方向を認識して歩行する。し
かし運動時においては陸上競技の長距離走を除いて、基本的には白杖無しの単独行動が必要であ
り、聴覚の重要性が大きくなる。筆頭発表者の志賀は日本障がい者スポーツ協会公認のスポーツ
医として、石川県視覚障がい者協会と連携し、サウンドテーブルテニス（以下 STT）とグラン
ドソフトボールの石川県代表チームのチームドクターとして活動している。特に中高年の選手が
多く所属する STT クラブでは、体調全般の相談業務やメンタルサポートのほか、練習場におい
て指擦りで簡易に選手の聴覚を調べ、難聴の疑いのある選手には近隣の耳鼻咽喉科施設への受診
を勧めている。本発表では視覚障がい者スポーツにおける耳鼻咽喉科医の活動事例について報告
する。

STT の全国大会で上位入賞の経験を持つ 60 歳代の女性選手。不調に陥った際に聴覚の左右差
を指摘した。より聴力が保たれていた左耳を台に近づけてプレーするよう指示したところ、競技
能力が向上した。その後近隣の耳鼻咽喉科施設で聴力の経過観察を受けるよう指示している。

耳鼻咽喉科医の障がい者スポーツへのかかわりといえば、難聴者スポーツが思い浮かぶが、視
覚障がい者においては聴覚が競技能力に大きなウエイトを占めており、積極的に耳鼻咽喉科医が
取り組むべき課題と思われる。夏季パラリンピックにおいては陸上競技や水泳などの基本種目の
ほか、球技ではサッカーやゴールボールなど鈴が入って音がするボールを用いた競技が含まれる。
2020 年には東京パラリンピックを控えており、本発表が全国の耳科学を専門とするドクターに
対する視覚障がい者競技の啓蒙に寄与することが期待される。
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耳科医に必要なドーピングの知識

木村　貴任 1、大谷真喜子 1、酒谷　秀樹 1、グンデゥズメーメッド 1、 
平岡　政信 1、河野　正充 1、村上　大地 1、金子富美恵 2、保富　宗城 1

1 和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 東京女子医科大学　東医療センター

はじめにラグビーワールドカップ 2019・東京オリンピック 2020 など世界レベルの大会を控え
ている日本では、これから我々耳鼻科医もトップアスリートの診療を行う可能性が高くなると考
えられる。直前合宿が各地方で行われるため首都圏の競技会会場周辺のみならず各都道府県にお
いても、トップアスリートが耳鼻咽喉科を受診する可能性がある。各都道県の薬剤師会や医師会
などから資料が配布されると予想されるが、選手が突然診療の場に現れても、あわてることなく
対応できるように最低限のドーピング・コントロールについて知っておく必要がある。そこで今
回は、耳鼻咽喉科診療、特に、耳科医の診療において知っておくべき知識について、具体例をあ
げて報告する。一般的なドーピング・コントロールの知識ドーピング禁止物質には 2 種類ある。
競技会中のみ禁止される物質と常時禁止される物質であるが、同じ物質であっても投与方法や競
技によって禁止か否かが異なる。また。禁止物質表は毎年 1 月 1 日に更新されるため、新情報に
従う必要がある。一般的に、正当な理由がない限り、点滴は常時 12 時間あたり 100ml までと決
められている。ドーピング禁止物質が治療上必要とされる場合には、治療使用特例（TUE：
Therapeutic Use Exemptions）申請を選手が行う。医師は選手が持参した TUE 申請書類に英語
で記入する。禁止物質は一般名で記載されているため漢方薬（生薬）などの複数成分を含有する
ものは申請できない。一般的には競技大会 1 か月前までの提出が求められるが、突発性難聴など
の急を要する場合は遡及的 TUE 申請を行う。申請先は患者アスリートの競技レベルにより異な
る。なお、一般的にトップアスリートに対する漢方薬処方は避けるべきであるとされている。耳
科医が知っておくべきドーピング・コントロールの知識急性感音難聴で使用される糖質ステロイ
ドの経口使用と静脈内使用は、競技会期間中は禁止されている。糖質ステロイドの外用では、経
直腸使用と筋肉内使用が競技会期間中は禁止であるが、同じ外用でも点耳・点鼻・軟膏は常時使
用可能である。メニエール病で用いられるイソソルビドやアセタゾラミドは常時禁止薬に指定さ
れている。利尿薬に分類されているため、禁止物質隠ぺい目的での使用と判断される。使用の場
合は TUE 申請が必要となる。マンニトールなどの血漿増量物質も常時使用禁止である。なお、
グリセロールは 2018 年に禁止物質から除外されている。手術で用いられることのある繊維芽細
胞成長因子類似物質も常時禁止物質である。禁止物質・禁止投与方法の検索方法都道府県の薬剤
師会にはドーピングホットラインが設置されているが FAX やメールでの対応が多く、やや時間
を要する。スポーツファーマシストを HP で検索し、医療機関内外の勤務先を確認しておく方法
もある。インターネットでは、Global DRO JAPAN の HP 上で、競技別に競技会中のみ禁止な
のか、常時禁止薬なのかが検索できる。ただし漢方薬や合剤は検索できない。実際の症例を提示
し、説明する。

〈参考 HP〉Global DRO JAPANhttp://www.globaldrojpn.com スポーツファーマシスト検索
https://www3.playtruejapan.org/sports-pharmacist/search.php 禁止表国際基準　（2018 年 1 月
1 日～ 12 月 31 日有効）https://www.playtruejapan.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/2018-
Prohibited-List-Japanese.pdf 世界アンチ・ドーピング規程 https://www.playtruejapan.org/wp/
wp-content/uploads/2018/04/wada_code_2015_jp_20180401.pdf
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第６会場　第41群～第42群（演題番号O-209～O-220）



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 441, 2018

もの忘れセンター受診高齢難聴者の語音弁別能と Mini-Mental State 
Examination（MMSE）の関係

内田　育恵 1,2、杉浦　彩子 2,3、鈴木　宏和 2、中田　隆文 2、中島　　務 2,4、植田　広海 1

1 愛知医科大学　耳鼻咽喉科、2 国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター　耳鼻咽喉科、
3 豊田浄水こころのクリニック、4 一宮医療療育センター

【目的】難聴と認知症の関連が注目されているが、一方で、認知症スクリーニングのための神経
心理検査で言語性課題が用いられると難聴者が不利になる可能性も指摘されている。本報告では、
2014 年より国立長寿医療研究センターにて遂行中の、もの忘れセンター受診高齢難聴者に対す
る補聴器 6 ヶ月貸出研究のデータから、語音弁別能と Mini-Mental State Examination（MMSE）
スコアの関連を明らかにする目的で解析を行った。

【方法】国立長寿医療研究センター・もの忘れセンターでは、問診票で「人の話し声が聞こえに
くくなりましたか」に ‘ はい ’ と回答し補聴器未所有の場合に、耳鼻咽喉科での 6 ヶ月間補聴器
貸出研究を案内している。2014 年 9 月より 2018 年 3 月までに、文書による参加同意が得られた
エントリー症例 50 例（68 ～ 95 歳、平均年齢 81.6 歳、女性 28 名）を今回の解析対象とした。本
検討では補聴器貸出前の評価のうち、純音聴力検査で得た 0.5-4kHz の 4 周波数平均聴力レベル
による良聴耳聴力レベル、67-S 語表による左右で良い側の語音弁別能（良弁別能）、補聴器のな
い状態で測定した MMSE スコアを用いた。解析は Statistical Analysis System（SAS）により、
目的変数を MMSE スコア、説明変数を良聴耳聴力レベル、良弁別能として、年齢、性を調整し
た一般線形モデルを行った。

【結果】図に良弁別能と MMSE スコアの散布図を示す。2 変数の関係は、単変量モデルでも
（p=0.0107）、良聴耳聴力レベル、年齢、性をあわせて解析した多変量モデルでも（p=0.024）有
意で、弁別能が良いほど MMSE スコアが高い正の関係が認められた。良聴耳聴力レベルは値が
大きいほど MMSE スコアが低い傾向が見られたが、統計学的に有意ではなかった（p=0.083）。

【考察】本検討で、高齢難聴者の MMSE スコアに対する語音弁別能の影響を、良聴耳聴力レベ
ルとともに解析したが、純音で測定する難聴の程度とは独立して、弁別能と MMSE スコアが有
意に関連していた。この結果は高齢難聴者でしばしば訴えられる「音は聞こえても会話が聞き取
れない」という特徴が、中枢性聴覚路の情報処理能の低下や、さらには認知機能の低下をも反映
する可能性が示唆された。先行研究で、聴覚検査の工夫による、低コスト低侵襲な認知症予備軍
スクリーニングの提案もあり、今後の課題である。
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認知機能障害患者における語音明瞭度

清水　謙祐 1,2、松田　圭二 2、鳥原　康治 3、東野　哲也 2

1 医）建悠会　吉田病院　精神科、2 宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉科、 
3 宮崎県立日南病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】日本の高齢者人口は 3296 万人、総人口に占める割合 25.9％、8 人に 1 人が 75 歳以
上となっている。認知症患者数は増加し、2012 年には 462 万人と推定される。認知症患者に合
併する「老年症候群」第一位は難聴（40％）と言われる。当院認知機能障害患者の聴力について
検討した。

【対象と方法】当院を受診した認知症患者 127 例（男 38 例、女 89 例、61 ～ 95 歳、平均 80.3 歳）
と軽度認知障害患者 15 例（男 6 例、女 9 例）の長谷川式認知症検査（HDS-R）30 点満点と純音
聴力検査（3 分法）を評価した。当院は 307 床の精神科単科病院であるが、平成 6 年より 73 歳
の耳鼻咽喉科専門医が勤務しており、耳鼻科診療も行われていた。平成 17 年から筆頭演者が耳
鼻科診療を開始した。認知症の内訳はアルツハイマー型 76 例（59.8％）、血管型 13 例（10.2％）、
混合型 7 例（5.5％）、レビー小体型 12 例（9.4％）、前頭側頭型 17 例（13.4％）、その他 2 例（1.6％）
であった。

【結果】認知症患者の HDS-R は 29 点 -0 点、平均 17.2 点であり、29-21 点が 48 例（37.8%）、
20-16 点が 30 例（23.6%）、15-11 点が 28 例（22.0%）、10-0 点が 21 例（16.5%）であった。聴力検
査は正常 5 例（3.9%）、右難聴 3 例（2.4%）、左難聴 4 例（3.1%）、両難聴 114 例（89.7%）であり、
難聴者は 121/127（96.2%）であった。このうち難聴で補聴器装用をある程度継続できたのは
2015 年時点で 7 例 /76（9.2%）であったが、2016 年 22 例 /95（23.1%）、2017 年 25 例 /101（24.7%）、
2018 年 40 例 /121（33.1%）と上昇してきた。HDS-R は年月とともに悪化していったが、一時的
に点数の改善する 10 症例を経験したため呈示する。アルコール依存症と認知症の 73 歳自殺例、
語音明瞭度の低下していた 88 歳軽度認知障害例も経験した。軽度認知障害患者の HDS-R は全例
29-21 点であり、難聴者は 14/15（93%）、補聴器装用継続は 7 例 /14（50%）であった。

【考察】認知障害患者に対して積極的に聴力評価を行うようになって、補聴器装用率は向上して
きた。難聴は認知症リスクファクターの一つであり、難聴の認知症患者は幻聴発現・認知障害進
行のリスクがあるため、今後も継続して介入を行う予定である。これまで聴力評価は純音のみで
していたが、補聴器の装用耳を決定する際に語音での評価が必要であり、純音は保たれても語音
明瞭度の低下した症例も経験したため、語音明瞭度検査は重要であると考える。認知機能障害は、
1）音の認知障害、2）言葉の認知障害、3）判断力低下や妄想によるもの、の 3 要素があると思
われる。そのため 1）2）を純音・語音聴力検査にて耳鼻咽喉科医が評価し、補聴器による精神
聴覚リハビリテーションを活用することにより、認知機能障害（HDS-R、MMSE など）の改善
に効果があると期待している。

【文献】
Frank R. Lin, MD, PHD. Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults. JAMA Internal 

Medicine. 173 (NO. 4): FEB 25, 2013.
内田育恵：補聴器の進歩と聴覚医学「加齢と補聴器―社会交流における補聴器の役割―」．

Auditory Jpn 60: 477–483, 2017.
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認知症予防のための聴覚検診＜第 2 報＞

中澤　　宏 1、岸保　鉄也 1、指田　　純 1、三輪　隆子 1、平塚　龍太 1、 
山口　康晴 1、山縣然太朗 2

1 西東京市医師会、2 山梨大学大学院総合研究部医学域

〈はじめに〉　我が国の認知症の患者は、2025 年には約 700 万人、65 歳以上の高齢者の約 5 人に
1 人に達すると見込まれています。新オレンジプラン（厚生労働省の認知症施策推進総合戦略）
では、認知症の危険因子として、高血圧、糖尿病、喫煙とともに新たに難聴が追加されました。
ま た、 ラ ン セ ッ ト 認 知 症 予 防、 介 入、 ケ ア に 関 す る 国 際 委 員 会（Lancet　International 
Dementia Prevention, Intervention and Care）は、2017 年に認知症の全症例の約 35％が、潜在
的に修正可能な 9 つの危険因子に起因するとし、難聴がその 9％に相当すると報告しておりま
す 1）。このため、日本における認知症予防対策を考える上で、国内の認知症リスクのある高齢者
に対して、認知症のスクリーニング検査と聴力検査を施行し、その結果を検討するということは
極めて重要と考えられます。このような観点から、西東京市医師会は公益事業として、“ 認知症
予防のための聴覚検診 ” を平成 29 年 7 月より開始いたしました。さらにこの調査は、すでに認
知症や難聴のような症状が出現しているという患者集団ではなく、市町村が行なう一般健康診査
を通じて健康な人を含む一般市民に対して施行するという観点から、きわめて重要なものと考え
られます +　〈方　法〉西東京市民が西東京市の一般健康診査（7 月より 12 月に実施）を受ける
ために、一般健康診査を実施する医療機関を受診した際、西東京市医師会倫理委員会（医師会理
事だけでなく、西東京市幹部職員、弁護士などから女性を含み構成されたもの）の審査を経た “ 認
知症予防のための聴覚検診 “ を理解したうえで、書面で同意していただくことが可能だった方々
に、認知症スクリーニング検査（MMSE： Mini － Mental State Examination　以下、MMSE）
を受けていただき、また、耳鼻咽喉科を標榜する医療機関に於いて気導純音聴力検査を受けてい
ただきました。対象は 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳（5 歳刻み）の方で、平成 29 年 7 月から 3 年
間に渡り実施いたします。対象年齢の一般健康診査の受診対象者は約 7,000 人で、一般健康診査
の受診率がおよそ 50％、またその中で 30％程の方が聴覚検診を受診してくださると推定し、約
1,000 人のデータが挙がってくると想定し、準備を行いました。

〈結　果〉症例は男性：424 名（75.1±5.9 歳）、女性：698 名（75.1±5.9 歳）、総数：1,129 名（75.1
±5.9 歳）でした。認知症を疑わせる MMSE の点数が 23 点以下の 70 名と 24 点以上の 1,059 名
の良耳聴力は、43.5±18.2dB と 28.6±13.7dB と有意な差（P＜0.01）が認められました。また、
一側でも 40dB 以上の難聴が認められた方には語音明瞭度検査を併せて実施いたしました。語音
明瞭度に関しても、MMSE の点数が 23 点以下の 31 名と 24 点以上の 200 名の良耳語音明瞭度は
61.4±27.0％と 82.6±18.3％と有意な差（P＜0.01）が認められました。

〈考　察〉認知症の疑いのあるものは、聴力が悪く語音明瞭度も悪いという結果が得られました。
一方で、聴力が悪くても語音明瞭度の良い方の中には、認知機能が必ずしも悪くない方が含まれ
る場合があることが推察されました。一般住民を対象とした難聴と認知症に関する大規模な研究
は、米国では報告 2）されており、日本国内でも散見はされております 3）。しかし、いずれの研究
も語音明瞭度のことまでは考慮しおりません。難聴の高齢者が補聴器を装着することで、認知機
能にどのような影響を与えるかということを考える際、語音明瞭度のことを考慮しないで認知症
と難聴との関連の議論は進まないと考えられます。これから 3 年間にわたり、西東京市医師会が
市と協力して行う一般市民のための健康診査を施行する際、同時に得られる多数の MMSE と聴
力検査のデータを解析することにより、認知症予防と難聴、さらには語音明瞭度と補聴器介入の
意義に迫って行こうと考えております。

〈参考文献〉
 1）Livingston G et al: Dementia prevention, intervention, and care. Lancet 2017 July 20
 2）Lin FR et al: Hearing loss and incident dementia. Arch Neurol 68(2): 214–220, 2011.
 3）杉浦彩子ほか：難聴と認知症．Geriat Med 52(7): 781–784, 2014.
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難聴の市民公開セミナーによる啓蒙活動とその有用性について

藤田　陸登、園山　　徹、石野　岳志、竹野　幸夫
広島大学　医歯薬保健学研究院　耳鼻咽喉科学・頭頸部外科研究室

広島県は、ほとんどの中核病院が臨海部に存在し、病院へのアクセスが困難な患者が多数存在
していることが想定されている。このため、実際に広島県は全国でも 2 番目の無医地区が広がる
県としても知られている。これは難聴患者においても同様であり、難聴者の集いである難聴者協
会も本部が臨海部に位置していることから、アクセスの都合で難聴者であっても難聴者協会に属
していない患者が多数いることが想定され、難聴に対する適切な知識集積や適切な医療を受ける
機会を逸していることが考えられる。これらを踏まえて、広島大学耳鼻咽喉科では、2014 年か
ら聴覚・人工聴覚機器センターを開設し、一般市民に対して、難聴に関する市民公開セミナーを
年に数回開催し、難聴に対する啓蒙活動を行っている。本市民公開セミナーは現在まで 4 回行っ
ており、難聴や難聴治療に関しての知識を深めてもらうように医師および言語聴覚士（ST）に
より講演を行い、現在までのところ毎回約 300-500 人程度の市民が聴講されている。また質問や
講演での疑問点などを医師や ST に直接聞くことができるように個別相談コーナーを設けるとと
もに、アンケートに答える形で、個別相談コーナーで対応できなかった方に対してもできるだけ
対応するようにしている。また、この市民公開セミナーの告知をする際に、開業医の先生方に難
聴治療が行いやすくなるように、簡易型の人工内耳および人工中耳などの適応基準を記載したポ
ケット型のオージオグラムの配布も行っている。これは開業医の先生方に最新の適応基準を周知
することで、難聴患者に適切な医療の推奨を行いやすくするためである。このような啓蒙活動を
行うことで、難聴患者に適切な医療情報の提供ができ、初回のセミナー開催後から本院での人工
内耳手術件数が増加してきている。これは本来の啓蒙活動が有効に働いていることを意味し、本
セミナーの意義が達成されていることを示していると思われる。今回、この市民公開セミナーの
実際と、その意義について報告する。
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公立陶生病院における突発性難聴に対しての高気圧酸素治療の成績

杉浦　　真
公立陶生病院　耳鼻咽喉科

突発性難聴は突然発症する原因不明の急性感音難聴である。循環障害説、ウイルス感染説、自
己免疫説など様々な病態が提唱されているが、その詳細は不明であるが故に、ステロイドの点滴
や内服や鼓室内注射や、血栓溶解剤、プロスタンディン製剤、高気圧酸素治療（Hyperbaric 
oxygen therapy: 以下、HBO）、星状神経節ブロックなど様々な治療法がそれぞれの病態改善目
的で行われている。なかでも HBO は内耳循環障害に対して血液中溶解酸素を増加させることで
神経の不可逆的変化を防ぐ効果があるとされるが突発性難聴に対する有効性に関しては議論が分
かれており、一定の見解は出ていない。突発性難聴の治療において、現段階ではステロイドの全
身投与で効果が乏しい場合に追加治療として HBO や鼓室内ステロイド注射を行う場合が多いと
考える。現在、突発性難聴に対して確立された治療法はなく HBO が施行できる病院は限られて
いる。このため周辺に HBO を施行できる病院がなければ鼓室内ステロイド注射など施行可能な
追加治療が選択されるのが現段階では妥当と考える。当院は陶磁器産業の盛んな瀬戸市にあり周
辺に釜での作業従事者が多く一酸化炭素中毒症例が比較的多くその治療のため HBO 施設を購入
した経緯があるが、近年、様々な疾患の治療に用いられている。現在のところ当院ではステロイ
ド・ATP 製剤・ビタミン B12 製剤の点滴（もしくは他院でステロイドの点滴と鼓室内投与）で
聴力改善が十分でないと判断した症例に対して、できるだけ早期に HBO を 5 回行って聴力評価
をしている。聴力改善を認めた症例では HBO をさらに 5 回行い（合計 10 回）、その後は聴力が
改善する限り（聴力固定まで）継続している。HBO を 5 回施行して聴力改善を認めるが十分で
ない症例に対しては、（HBO 単独よりも鼓膜穿孔のリスクが増大することを十分説明し承諾を得
た上で）HBO と（1 週間に 1 ～ 2 回の）鼓室内ステロイド注射の併用を行っている。HBO を 5
回行って聴力不変の症例では HBO を中止し鼓室内ステロイド注射を行っている。今回我々は
2016 年 4 月から 2018 年 4 月までに突発性難聴症例に HBO を行った全 20 例、20 耳について検
討した。その内訳は男性 12 例、女性 8 例、平均年齢は男性 59.6 歳、女性 56.3 歳であった。難聴
の重症度分類は 1998 年厚生省難聴調査研究班に従った。重症度は Grade2 が 3 例、Grade3 が 8 例、
Grade4 が 9 例であった。聴力回復の判定基準は 1984 年厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班
に従った。治癒症例割合を治癒率、治癒 + 著明改善症例の割合を有効率、治癒 + 著明改善 + 回
復症例の割合を改善率と定義した。治癒率は 30.0％、有効率は 55.0％、改善率は 85.0％であった。
全例で HBO による有害事象を認めなかった。1. 突発性難聴の原因や病態は複数存在する可能性
があること、2. 障害の程度や臨床経過に違いがあること、さらには 3. 自然治癒する症例が存在
することより治療効果の検討は困難であり、また今回の検討では追加治療が一定していないため
本検討のみでは言及することができないと考え、今後、一定した治療法で検討することが必要と
考える。
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突発性難聴患者の血清フィブリノゲン値に関するメタアナリシス

大矢　良平 1、竹中　幸則 2、今井　貴夫 1、佐藤　　崇 1、大崎　康宏 1、 
太田　有美 1、今井　隆介 1、大薗　芳之 1、大畠　和也 1、猪原　秀典 1

1 大阪大学　医学部　医学系研究科　耳鼻咽喉科頭頸部外科学、2 関西メディカル病院

【目的】突発性難聴の原因はウイルス説、自己免疫説、膜迷路破綻説など様々なものが提唱され
ているが、中でも内耳循環障害説は古くから提唱されており、広く知られている。過去の動物実
験の論文では血液粘性が増加することで内耳循環が障害され難聴が見られたと報告があり、また
血中フィブリノゲンを低下させ、血液粘性を下げることで内耳血流が増加したという報告もある。
突発性難聴の血液マーカーとしてフィブリノゲンは有名であるが、未だ真の関係性は不明である。
そこで本研究では過去の突発性難聴の論文のメタ分析によって、血清フィブリノゲン値と突発性
難聴の重症度や予後との関係性を検討した。

【方法】Pubmed, Scopus の電子文献検索を用いた。検索語句：[sudden sensorineural hearing 
loss, sudden hearing loss, sudden deafness, idiopathic hearing loss, OR idiopathic sensorineural 
hearing loss] AND [fibrinogen] 選択基準：検索で得られた突発性難聴を題材とする論文より血
清フィブリノゲン値を掲載している英語論文を選択した。除外基準：ヒトを対象とした研究でな
い論文、他言語の論文、突発性難聴の診断基準が AAO-HNS のものと大きく異なっている論文、
症例報告、レビューは除外した。データ抽出：論文内のデータより症例数、年齢、性別、血清フィ
ブリノゲン値、聴力改善、治療法を抽出した。統計解析：統計解析ソフトは Comprehensive 
Meta-Analysis（Biostat, Englewood, NJ）を使用し、メタ分析法は DerSimonian and Laird’s 
random-effects model を用いた。

【成績】検索の結果 147 本の論文が見つかり、さらに参考文献から手動検索で 2 本の追加論文が
見つかった。その内 55 本の重複、28 本の他言語の論文、25 本のフィブリノゲン値を掲載してい
ない論文、15 本の突発性難聴とは関係のない論文、3 本の動物実験の論文、2 本の症例報告、2
本のレビューを除外した。最終的に 19 本の論文を本研究の対象とした。全 19 本の論文中には
1577 症例が含まれており、血清フィブリノゲン値の重みづけ併合推定値は 318mg/dl（95% CI: 
301-335mg/dl）であり、正常範囲内（150-400mg/dl）であった。対照群のフィブリノゲン値の
掲載があった 8 本の論文に関して突発性難聴群との比較を行ったが統計学的な差は認められな
かった（p=0.57）。聴力改善有無のグループ間のフィブリノゲン値の掲載があった 2 本の論文から、
血清フィブリノゲン値と聴力改善の関係を検討した。その結果、改善のあった群と改善のなかっ
た群のフィブリノゲン値は改善のあった群の方が有意に小さかった。（Standard difference in 
means: –0.33±0.15, p=0.027）

【結論】近年、突発性難聴患者における血液学的マーカーとして血清フィブリノゲン値の重要性
が注目されているが、論文によって結論は一様ではない。本研究では過去の論文のメタ分析から
1）突発性難聴患者の治療前血清フィブリノゲン値は正常範囲内である 2）突発性難聴患者の治
療前フィブリノゲン値は対照群と比較して差はない 3）聴力改善を認めなかった突発性難聴患者
における治療前フィブリノゲン値は聴力改善を認めた患者に比べ高かった、という結論を得た。
1），2）の結果から、突発性難聴の病態に内耳の微小循環不全が関わっていると仮定し、その原
因に高フィブリノゲン血症が関与していたとしても、末梢血液のフィブリノゲン値に反映されて
いない可能性があると考えられる。3）の結果を併せると、血清フィブリノゲン値が高く、内耳
循環不全が関与している可能性の高い患者では治療への反応が悪いと考えられる。多くの論文が
標準治療としてステロイド治療を行っているが、血清フィブリノゲン値が高い患者にはステロイ
ドが効果不十分であるかもしくは不適である可能性がある。我々のグループは過去にバトロキソ
ビンによる脱線維素療法を用いた臨床研究で、聴力改善を認めた突発性難聴患者において血清
フィブリノゲン値が高かったことを報告した（Oya R, et al. Acta Otolaryngol, 2016）。突発性難
聴には様々な病態が関与している可能性があり、それぞれの患者の病態に合わせた「テイラーメ
イド治療」が必要であると考える。
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低位中頭蓋窩症例の CT による評価の検討

中澤　良太、樫尾　明憲、星　雄二郎、浦中　　司、松本　　有、岩崎　真一、山岨　達也
東京大学医学部付属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】中頭蓋硬膜は乳突腔から上鼓室天蓋方向へ進むにしたがい、骨部外耳道上壁に接近
してくる。一般に乳突削開術において、低位中頭蓋窩があると、乳突腔に到達する前に頭蓋底の
突出部が存在するため、硬膜損傷の危険性が高くなる。また、真珠腫手術で低位中頭蓋窩は、手
術の難易度を決定する重要な因子となりうる。低位中頭蓋窩の評価は側頭骨 CT で行うことにな
るが、これまで低位中頭蓋窩に関する客観的な画像評価や統計について論じた報告は少ない。今
回我々は、低位中頭蓋窩症例について評価を行い検討したので文献的考察を含めて報告する。【対
象】東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科を受診し、2015 年 1 月から 2018 年 5 月にかけて耳科手
術（人工内耳手術、鼓室形成術など）を施行された 70 例 140 耳を対象とした。内訳は小児（15
歳未満）35 例、成人（15 歳以上）35 例、男性 33 例、女性 37 例、年齢は 0 歳～ 74 歳（平均
28.5 歳）であった。原疾患は高度感音難聴 46 例（原因不明 26 例、先天性難聴 19 例、細菌性髄
膜炎 1 例）、耳硬化症 18 例、耳小骨離断 3 例、外リンパ瘻 3 例であり、乳突蜂巣の含気不良な症
例は今回検討対象除外した。【方法】側頭骨 HRCT の冠状断像における、骨部外耳道上縁が含ま
れるスライスで骨部外耳道上縁から中頭蓋窩底の最低位部までの高低差（External　auditory　
meatus － Middle　cranial　fossa　Gap　以下：EMG）を、前半規管上縁が含まれるスライス
で前半規管上縁から中頭蓋窩底の最低位部までの高低差（AMG：Anterior　semicircular　
canal －　Middle　cranial　fossa　Gap）を計測した。東野らの報告に則り、EMG が 5mm 未満
であるもの、また乳突腔での中頭蓋窩の指標として AMG が 3mm 以上であるものを低位中頭蓋
窩と定義した。さらに、前半規管レベルにおける中頭蓋窩底の形態を中心下垂型（Type1：前半
規管～外側の正中付近で天蓋が下垂しているもの）、外側下垂型（Type2：前半規管から外側に
向かって天蓋が下垂しているもの）、凡下垂型（Type3：前半規管から外側まで一定して天蓋が
下垂しているもの）の 3 つのパターンに分類し、小児（15 歳未満 35 例 70 耳）、成人（15 歳以上
35 例 70 耳）ごとに比較検討した。統計学的検討には χ2 乗検定をを用い、p＜0.05 を有意とした。

【結果】EMG で低位中頭蓋窩の基準を満たしたのは小児 15 耳（21.4％）、成人 4 耳（5.71％）で
あり、小児の方が有意に多かった。また、AMG で低位中頭蓋窩の基準を満たしたのは小児 23
耳（32.9％）であるのに対して、成人では 8 耳（11.4％）と小児で有意に多かった。前半規管レ
ベルにおける低位中頭蓋窩の下垂パターンとしては、成人では基準を満たした 8 耳のうち、中心
下垂型（Type1）が 4 耳（50.0％）、外側下垂型（Type2）が 4 耳（50.0％）であった。一方、小
児では基準を満たした 23 耳のうち、中心下垂型（Type1）が 6 耳（26.1％）、外側下垂型（Type2）
が 13 耳（56.5％）、凡下垂型（Type3）が 4 耳（17.4％）であった。側頭骨外側からすでに天蓋
が下垂している症例（Type2 もしくは Type3 を示す症例）は成人が 4 耳に対し、小児は 17 耳
であり、頻度としても成人 50％に対して小児 73.9％と小児で有意に多い結果であった。【考察】
今回の検討から小児に比べ成人では、頭蓋の位置が高いことが分かったが、このことから成長に
伴い乳突蜂巣が発育することで頭蓋底の位置が相対的に高くなっていくことが推測された。また、
小児の前半規管レベルでの中頭蓋窩の低位のパターンは側頭骨外側に中頭蓋底低位を認める外側
下垂型（Type2）および凡下垂型（Type3）パターンを示す症例が多く、頻度も多かった。この
ことから、小児例における乳突削開では頭蓋底損傷を念頭に入れ、術前 CT の確認および側頭線
より低い位置からの骨削開を心がけるべきであると考えられた。
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耳硬化症の内耳道憩室様所見と聴力・蝸牛血流の検討

吉田　忠雄、小林　万純、下野真理子、杉本　賢文、寺西　正明、曾根三千彦
名古屋大学大学院医学系研究科　頭頸部・感覚器外科学講座　耳鼻咽喉科

はじめに
耳硬化症は骨吸収、血管増殖、硬化性の新性骨形成を特徴とする。内耳骨包の endochondral 

layer を中心に病変が存在し、活動期には血流の増加した海綿骨増殖性病巣となり、非活動期に
は血流の乏しい骨硬化性病巣となることが知られている。実際の臨床においてはこの海綿骨増殖
性病巣と骨硬化性病巣が混在した状態を呈することもあればいずれかのみである場合があると考
えられる。CT 評価では海綿骨増殖性病巣が脱灰所見（低吸収域）として描出されるが、骨硬化
性病巣は周囲の正常骨との X 線吸収値の差が小さく描出されにくく、もともと骨の菲薄な前庭
窓、蝸牛窓の病変が骨壁の肥厚や不整像として描出されるのみである。耳硬化症はこの脱灰像の
CT 所見による分類で、前庭窓部脱灰型、蝸牛周囲脱灰型に分けられる。いずれの型にも内耳道
の憩室様所見が見られる可能性がある。憩室様所見が生じやすい内耳道前方は endochondoral 
layer の内側であり、脱灰所見の好発部位である。今回、内耳道憩室様所見と聴力および病変の
活動性の指標として血流評価を行い、その相関について検討を行った。
対象と方法

当科で手術を行い耳硬化症と診断した 54 例 61 耳を対象とした。内訳は男性 21 例、女性 33 例
であった。すべての症例で標準純音聴力検査、0.5mmスライスの側頭骨CT軸位断にて評価を行っ
た。CT 所見により前庭窓部に限局して脱灰像が存在するものを前庭窓部型、蝸牛周囲に脱灰像
が存在するものを蝸牛周囲脱灰型に分類した。また、内耳道陥凹部の入口部からの深さが 0.5mm
以上のものを憩室様所見ありと分類した。聴力と憩室様所見の関連について 500、1k、2K、4K
の気導、骨導聴力をそれぞれ検討した。内耳血流は手術時にアブミ骨操作を行う直前に、レーザー
ドップラー血流計を用いて前庭窓前方部と蝸牛岬角の 2 点の血流を測定した。
結果

CT 所見にて前庭窓部型 48 耳、蝸牛周囲脱灰型 13 耳と分類された。61 耳中 24 耳（39.3%）に
内耳道憩室様所見を認め、前庭窓部型では 48 耳中 17 耳（35.4%）、蝸牛周囲脱灰型では 13 耳中
7 耳（53.8%）に存在した。内耳道憩室様所見を認めた 19 例のうち 15 例では両側に存在し、そ
の内訳は前庭窓部型では 13 例中 9 例、蝸牛周囲脱灰型では 6 例中 6 例であった。内耳道憩室様
所見の有無と術前の各周波数および平均聴力についての検討では前庭窓部型、蝸牛周囲脱灰型と
もに有意な差を認めなかった。また、内耳道憩室様所見の有無と前庭窓前方部と蝸牛岬角の血流
についての検討では憩室様所見のない数例で前庭窓前方部の血流量が多かったが、前庭窓部型、
蝸牛周囲脱灰型ともに有意な差は認めなかった。
考察

耳硬化症病変の好発部位は前庭窓前方部、蝸牛窓窩、中から頂回転の蝸牛壁、内耳道の前壁の
順とされる。内耳道の憩室様所見は症例が少なく、現在のところその病的意義も不明である。過
去の報告では蝸牛周囲脱灰型の一亜型とするもの、典型的な耳硬化症とは異なる機序で感音難聴
に関連すると結論付けているものもある。耳硬化症は進行すると混合性難聴や感音難聴を呈する
が、溶骨の過程やタンパク分解酵素により直接、蝸牛やラセン靭帯を傷害して引き起こされる可
能性が考えられている。今回の結果では気導、骨導聴力は前庭窓部型、蝸牛周囲脱灰型ともに有
意な差を認めず、これらの説を支持するものではなかった。憩室様所見のない数例に病変の好発
部位である前庭窓前部の高い血流量を認めたが、耳硬化症の活動性とするには矛盾を生じその解
釈は困難であった。内耳道憩室様所見は耳硬化症に特異的な所見であり、耳硬化症の診断には有
用であると考えるが、聴力や蝸牛血流との関連は認めなかった。
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CT と MRI の画像合成を用いたタブレット端末用側頭骨読影教材

平賀　良彦 1,2、和佐野浩一郎 1,3、小川　　郁 1

1 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、2 静岡赤十字病院　耳鼻咽喉科、 
3 国立病院機構東京医療センター　感覚器センター　聴覚・平衡覚研究部

側頭骨は耳小骨や内耳、内頸動静脈、顔面神経、内耳神経などが三次元的に複雑に入り組んで
おり、特に若い耳鼻咽喉科医にとっては画像診断が難しい部位である。現状の側頭骨正常構造の
読影教材は書籍によるものがほとんどであるが、近年 PACS の普及により一般臨床の現場では
CT や MRI は連続で送りながら読影することが多く、教材と実臨床との間に乖離がみられる。
他領域においては CT や MRI の正常画像をパソコンやタブレット端末で学習できるコンテンツ
が普及してきているが、側頭骨に関しては専門医の要求を満たすコンテンツの普及は不十分であ
る。我々は CT、MRI を正確に合成した画像を用いて iPad や iPhone で正常側頭骨の解剖を学習
できる教育コンテンツを作成し本学会員に無料で配布した。今回、本学会員からのフィードバッ
クをまとめ報告する。

耳疾患のない聴力正常な協力者を対象に側頭骨の CT、MRI を撮影した。CT は GE 社製の
MDCT（Multi Detector-row CT）とモリタ製作所製の CBCT（Cone Beam CT）を撮影した。
MRI は GE 社製の 3Tesla MRI を使用し、heavily T2-weighted image を用いた MR 脳槽撮影と
し て FIESTA（Fast Imaging Employing STeady-state Acquisition） と Cube で、axial、
coronal、sagittal の 3 断面を撮像した。ともに一旦立体データにした後に合成し、再度 MRI の
断面に合わせて CT の断面画像を作成することにより、CT と MRI の合成画像を可能にした。
結果、CT は CBCT が、MRI は Cube が coronal と sagittal の解像度が優れていため採用した。
上記画像データを用いて、app store の医療用アプリである Medical KOS のコンテンツとして教
材を作成した。

axial、coronal、sagittal の各 60 枚の連続した画像を表示可能とし、スライス厚は中耳や内耳の
微細な構造物のある部位は 0.5mm でその他の部位は 1mm とした。各画像において解説なし、日
本語解説、英語解説、クイズ表記の切り替えを可能とした。CT と MRI は並べての表示と合成
での表示を可能とし、合成画像は CT・MRI 各画像を任意の割合で表示できるようにした。本コ
ンテンツは第 27 回学術講演会のモーニングセミナー 12「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」で使用した。本学会のホームページの会員用ページに本
コンテンツの入手方法を掲載し、本コンテンツを使用していただいた上で本コンテンツの内容に
関してのアンケートを行った。本報告に関して演者および共同演者は報告すべき利益相反はない。
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医学教育に対するバーチャルリアリティーを用いた 
側頭骨手術シミュレーション実習の効果

佐藤　　豪、神村盛一郎、遠藤　亜紀、近藤　英司、東　　貴弘、阿部　晃治、武田　憲昭
徳島大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】医学教育に解剖や手術手技の理解は重要である。しかし、側頭骨のような複雑な 3
次元の構造を把握し、重要臓器を避けながら骨削開する手術手技を理解することは医学生にとっ
て容易ではない。近年、VOXEL-MAN TempoSurg などのバーチャルリアリティー（VR）によ
るシミュレーション実習が解剖、手術教育において期待されている。今回、医学部臨床実習にお
ける VOXEL-MAN TempoSurg を用いた側頭骨手術実習を 2 年間行い、解剖学的知識の習得度、
耳 科 手 術 へ の 関 心 度 に 対 す る 効 果 を 検 討 し た の で 報 告 す る。【 方 法 】VOXEL － MAN 
TempoSurg は、PC 本体に加え、ドリル操作を行うためのフォースフィードバック機能をもつ
ハンドピースと、3 次元に画面を動かすことができる 3D マウスで構成され、専用ゴーグルで画
面に映った側頭骨モデルを立体視しながら手術シミュレーションを行うことができる。対象は、
平成 27 年 5 月から 29 年 5 月までの 2 年間に臨床実習を行った医学部 5 年生の 2 学年 219 名を対
象とした。実習時間は2時間行い、1年目の実習は耳鼻咽喉科専門医の資格を持つ同一医師が指導・
評価を行い、2 年目は耳鼻咽喉科専門医の資格を持つ複数の医師が指導マニュアルに沿って実施
した。実習前に側頭骨の解剖知識を確認するテストを行い、続いて VOXEL ー MAN を用いた
実習を行った。学生はあらかじめ決められた 5 ～ 6 つのタスク（S 状静脈洞の露出、中頭蓋窩硬
膜の露出、乳突洞および上鼓室の開放、顔面神経管の開放、後壁削除と鼓室内の観察、三半規管
の剖出）を各々約 10 分間操作した。その後、再度テストを行い、さらに手術手技に関する 5 段
階の Likert 尺度による自己評価を実施した。【結果】解剖学的名称に関する 25 部位の設問では、
実施 1 年目が平均 51.8 点から 83.9 点に、2 年目が平均 49.4 点から 80.0 点へ大幅に上昇した。実
施年度によって点数の変化に差は認められなかった。ただし、両年度とも内リンパ嚢の解剖の理
解は不十分であった。手術手技に関する自己評価では、乳突削開および鼓室開放に関しては両年
度で有意差は認められなかったが、蝸牛開窓に関しては、同一医師による指導の年度の方が有意
に高かった。また、耳科手術に興味を持ったと回答した学生の割合はそれぞれ 97.4%、89.6% であっ
た。【考察】一般的にシミュレーターを用いた医学教育の利点としては、安全で失敗が許される
こと、手技の統一と標準化が可能であること、体験型実習によりモチベーションが上がることな
どが挙げられる。各種手術シミュレーションの方法には、cadaver、動物モデル、3D プリンタ
によるプラスチックモデル、VR がある。解剖学的な妥当性に関しては、Cadaver が最も良いが、
入手のしやすさではプラスチックや VR が有用である。価格に関して初期投資は VR が高価であ
るが、維持費がかからず経済的である。手技の標準化やカスタマイズに関しては VR が有利であ
る。実際、今回の実習では指導者による成績に大きな差は認められなかった。医学教育に限れば、
汎用性の高さや時間を選ばない点から VR が最も利用しやすいと考えられる。現在、徳島大学で
は卒前から卒後にかけての耳鼻咽喉科医養成プログラムを作成しており、クリニカルスキルスラ
ボでの VR トレーニングに加え、クリニカルアナトミーラボを開設し、凍結遺体を用いた解剖実
習を開始している。二つのトレーニングを活用して、卒前から安全で安心な医療を提供できる耳
鼻咽喉科医の育成も行っている。【結論】VR を用いた側頭骨手術シミュレーション実習は、手
術手技の標準化やカスタマイズが可能であり、簡便で繰り返し行うことができる有効な医学教育
である。
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慢性穿孔性中耳炎に対する耳鏡アプローチによる鼓室形成術

高岡美渚季、中西わか子、物部　寛子
日本赤十字社医療センター　耳鼻咽喉科

近年、中耳手術の全てまたは大半を内視鏡下に行う経外耳道的内視鏡下耳科手術が導入され、
TEES（Transcanal Endoscopic Ear Surgery）として広く用いられるようになってきている。
TEES の利点は内視鏡を耳内に挿入することで広い視野を得られること、死角の減少、低侵襲で
あること、臨床教育に有効であることなどが挙げられる。この方法は、耳後切開を置かず術後の
圧迫が不要である、耳後部に創が残らないなどの利点を有する一方、顕微鏡下手術と異なり基本
的に片手操作になるなど、顕微鏡下の鼓室形成術あるいは鼓膜形成術と同等の手術成績を出すに
はある程度のラーニングカーブを要することは実際経験されると思われる。当科ではこのような
背景から慢性穿孔性中耳炎の穿孔閉鎖に対し、TEES と同様に耳後部に切開を置かず、耳鏡アプ
ローチによる耳珠軟骨を用いた鼓室形成術を施行しており、この方法について昨年の本学会にて
報告した。この学会で軟骨が必要ない症例では耳珠軟骨を採取する必要はないのではないかとの
指摘を受け、また、本法により慢性穿孔性中耳炎に対し鼓室形成術を施行した症例は全て I 型で
あったことから、軟骨を使用する必要のない症例では耳後部小切開によるグラフト採取に変更し
た。2014 年 7 月より 2018 年 1 月までに 5 才から 82 才まで慢性穿孔性中耳炎症例 36 耳に本法に
より鼓室形成術 I 型を行い、うち 180 日以上の経過を追うことができた 29 耳について鼓膜穿孔
閉鎖、聴力改善率について検討を行った。24/29 耳（82.8%）で一期的に閉鎖が得られ、穿孔の
残存した 5 例では残存筋膜にて外来処置を行い、最終的に 27/29 耳（93.1%）で穿孔閉鎖が得ら
れた。穿孔の残存した 2 耳は 10 才以下の小児症例であった。外来処置を行う際に穿孔が穿孔縁
に近いなど操作が困難な症例はなく、外耳道を広く削開しているが、外耳道狭窄を来した症例は
存在しなかった。聴力は鼓膜の癒着傾向を生じた 1 例を除き改善が得られた。本方法は TEES
に比較し、外耳道の骨削開に時間を要するものの、顕微鏡操作に慣れた術者にとってはラーニン
グカーブが少ないこと、特別な器具を必要としないこと、外耳道を削開しているため、穿孔が残
存した場合の処置が容易であることが本法の利点と考えている。
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Cadaver を用いた内視鏡下耳科手術（TEES）のトレーニング

藤岡　正人、神﨑　　晶、大石　直樹、小澤　宏之、西山　崇経、野口　　勝、 
鈴木　成尚、細谷　　誠、小川　　郁
慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

内視鏡下耳科手術（TEES）は、光学機器の発展とハイビジョンの登場で急速な進展を遂げ、
さらに微細な器具類の登場と手術手技の発展が相まって近年普及の一途にある。一方、本手術で
は限られた working space の中での片手操作が要求され、その習得には修練を要する。

Cadaver による手術トレーニング（Cadaver Surgical Training：CST）の有用性は言を俟た
ないが、ご遺体の固定方法によりトレーニング対象がある程度規定される。耳科手術では、たと
えば鼓膜の解剖や外耳道皮膚の挙上操作、耳内法（経外耳道アプローチ）の鼓室形成術などは、
軟組織の扱いも多くホルマリン系固定より未固定ご遺体が向いている。当院では年間約 20 体の
未固定ご遺体を用いた CST を行い、内視鏡下副鼻腔手術（ESS）の経験を有し耳科学を志す教
室員には、顕微鏡下での側頭骨削開と TEES の双方を未固定 Cadaver で学ぶ機会を設けている。

一般に内視鏡下手術には CST が特に有効とされる。内視鏡の視野での局所解剖を理解する際
は、周辺視野が歪む単眼視画像の連続から、視点の移動距離をもとに術者の脳内で 3 次元構築す
るプロセスを習得しなければならない。習得すべき手技には（1）鏡視下手術全般に共通する知
識や手技（上述の空間認識や深度感覚、片手操作 vs 両手操作の相違）と（2）臓器毎に特化した
手技とがある。TEES で言えば、レイヤーの剥離操作や骨削開などに ESS での経験が役立つ一
方で、局所解剖や構造に基づいた生理は不変なので、メルクマールの乏しい症例での危険部位の
同定や弛緩部型真珠腫での cog 削開による前方ルート確保などは、顕微鏡手術での経験と理解
が役に立つ。本発表ではこれらの視点に基づいた当科での未固定 Cadaver による TEES の CST
について報告する。

近年の医療安全への社会的関心の高まりから、手術手技のトレーニングに際しても、On the 
job training として直接患者で行う前に、シミュレーターや動物、そして Cadaver で十分な練習
を積むことが社会的に要求されつつある。日本外科学会や解剖学会などの CST 推進事業、ある
いは厚労省医政局による「実践的な手術手技向上研修事業」に後押しされ、CST の環境基盤整
備が数年で全国的に進められていくものと思われ、TEES においてもこのような試みが重要に
なってくるだろう。

本内容は、本学倫理委員会の承認の下（承認番号 20070026）、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」に沿って行っている。
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耳内内視鏡下に開放しえた錐体尖コレステリン嚢胞例

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

錐体尖コレステリン嚢胞は増大すると種々の脳神経症状を伴い、またその開放には内耳障害、
顔面神経麻痺、大出血といったリスクを伴う手術を要する。そのアプローチは迷路下からのもの
や中頭蓋底を介したルート、蝶形骨洞を介したルートなどが用いられる。今回、内耳道圧迫によ
る軽度の感音難聴と耳鳴をきたした錐体尖コレステリン嚢胞に対し、耳内内視鏡下に迷路下アプ
ローチにて開放しえた症例を経験した。音楽業界への就職希望あり、聴力の温存の極めて強い症
例であった。精細なナビゲーションのためレジストレーションにフィデュシャルマーカを使用し
たところ、1mm 以下の精度を確保できた。耳内内視鏡下に外耳道・鼓膜を上方へ挙上し、外耳
道下壁を少し削開して迷路下の視野を確保した。内頸動脈、頸静脈球、蝸牛基底回転の間を内側
へ 7.5mm ほどの深さまで削開して嚢胞壁を開放した（図）。嚢胞内には頸静脈球の突出が確認で
きた。術後聴力のわずかな改善と、耳鳴の大幅な低減を認めた。同じ迷路下からのアプローチで
も耳後切開によるものに比べ、外耳道下壁の削開が少なく低侵襲に行うことができた。内耳、内
頸動脈、頸静脈球といった主要構造物は術前の画像にて正確に同定可能であり、内視鏡の使用に
より嚢胞内に突出した頸静脈球の術中定位も容易であり、また手術時間の大幅な短縮と侵襲の低
減も達成でき、下方へ進展する錐体尖コレステリン嚢胞に対して本術式は極めて有用であり、今
後標準的な術式となりうると考えられた。術中ナビゲーションについては、耳科手術に必要な精
度の確保の難しさと、術前画像と術野の比較で重要な解剖学的構造の視覚的定位がさほど難しく
ないことから、必ずしも必須ではないと思われた。
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SURGICAL TREATMENT OF VESTIBULAR SCHWANNOMAS:  
THE EXPERIENCE OF THE SKULL BASE TEAM OF VERONA

Fabbris C1, Marchioni D1, Masotto B2, De Rossi S1, Pinna G2, Seiji Kakehata3

1Otolaryngology-Head and Neck Surgery Department, University Hospital of Verona, Verona, 
Italy, 2Neurosurgery Department, University Hospital of Verona, Verona, Italy,  

3Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Yamagata University Faculty of 
Medicine

Background - Vestibular Scwhannomas are benign neoplasms of the VIII cranial nerve. 
Generally, they show a slow but progressive growth and can involve the cerebello-pontine 
angle. Their surgical treatment is traditionally represented by the craniotomic, the 
retrosigmod and the translabyrinthine technique. Recently, in the ENT and Neurosurgical 
Clinics of Verona has been introduced another technique to treat the lesions limited to the 
inner auditory canal, i.e. the transcanal approach. Results as of oncological radicality and 
functional outcomes were valid among the different techniques, accordingly to the extension of 
the pathology.Materials and Methods - All patients who underwent surgical treatment for 
acoustic neuromas in the ENT and Neurosurgical Clinics of Verona, Borgo Trento, since 2015 
to date, have been considered. Patients have been chosen for different approaches according 
to extension of the pathology, as previously documented with a pre-operative MRI. 
Subsequently, radicality and functional outcomes have been analyzed, in particular regarding 
the facial nerve.Results - A total of 99 patients (36 M, 63 F; median age 53 yr, range 19-77 yr) 
have been included in the case series. Neuromas sizes varied from Koos I (13), to Koos II (38), 
to Koos III (21) and to Koos IV (19). Five patients have been treated for Cochlear 
Schwannomas (Koos I) and 3 for a growing Vestibular Schwannoma residual (1 Koos I and 2 
Koos II). Overall, 13 patients have been treated with a retrosigmoid approach, 29 with the 
translabyrinthine approach, and 57 with the exclusive transcal (endoscopic or enlarged) 
approach. Post-operatively, 8 cases of CSF leakage have been encountered, 5 of which have 
been treated with a second operation, and 3 with external ventricular drain and with clinic 
observation. All of the patients have been discharged in good health conditions (average 
hospital stay 9 days, range 6-48 days), and underwent a follow-up MRI after 6 months without 
findings of relapse or other complications (median follow-up 19 months, range 3-39 months). At 
the last follow-up the facial nerve function was preserved (grade I-II according to House-
Brackmann) in 94 patients, whereas it was reduced (grade III-IV according to House-
Brackmann) in 5.Conclusions - Treatment of acoustic neuromas can be performed according to 
different techniques depending on the extension of the disease and on the clinical conditions of 
the patient. Bigger lesions should be addressed to more extended and demolitive treatments, 
while smaller ones can be treated with other and less invasive approaches, thus preserving 
anyway excellent functional outcomes.
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聴神経腫瘍手術における合併症について

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

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

【はじめに】
聴神経腫瘍手術は、脳神経症状をはじめ、髄液漏、S 状静脈洞損傷、小脳腫脹、脳梗塞、術後

出血など種々の術中・術後合併症が起こりうる。当科における聴神経腫瘍手術は、経迷路法であっ
ても後頭蓋窩法であっても脳外科と合同で行っているが、ときに合併症を認めている。このたび、
当科で施行した聴神経腫瘍手術における合併症について検討したので報告する。

【対象】
対象は2009年4月から2018年4月の間に当科で聴神経腫瘍の初回手術を施行した13例とした。

当科の術者は 2 名で全例脳外科と合同で手術を施行した。手術時の平均年齢は 60.7 歳、経迷路
法が 7 例、後頭蓋窩法が 6 例で、それぞれの平均手術時間は 760.3 分と 630.2 分であった。

【結果】
当科で聴神経腫瘍手術を始めた当初の 2 例で、術後顔面神経麻痺（House-Brackmann Grade 

II と III）を認めた。その後の症例では、術後硬膜下水腫を 1 例、脂肪採取した腹部創からの術
後出血と髄液鼻漏を同一症例で 1 例認めた。

硬膜下水腫の症例は 49 歳女性で、小脳橋角部での腫瘍最大径は 21mm であった。手術は経迷
路法で行い、手術時間は 834 分であった。術後 8 日目より頭痛、嘔吐があり頭部 CT で硬膜下水
腫を認めたため脳外科医師により穿頭ドレナージを施行された。軽快しドレーン抜去したが 3 日
後に再度頭痛、意識レベル低下を認め頭部 CT で硬膜下水腫の再燃を認めたため、再度ドレーン
留置となった。その後の髄液検査で徐々に細胞数上昇を認め、その殆どが好酸球であり好酸球性
髄膜炎が疑われた。その後症状は軽快し、聴神経腫瘍手術後 36 日目に退院となった。

腹部術後出血と髄液漏の症例は 67 歳女性で、小脳橋角部での腫瘍最大径は 10mm であったが
増大傾向にあるため手術となった。手術は経迷路法で行い、手術時間は 589 分であった。術後 2
日目に転棟のためベッドから移動した際に腹痛を自覚し、脂肪を採取した腹部創の腫脹を認めた
ため術後出血と考え、全身麻酔下に血腫除去と止血術を行った。その後ベッド上安静とし再出血
は見られなかったが、ADL 拡大に伴い体動時に水様性鼻汁を認めるようになった。髄液漏が疑
われたため脳外科医師により腰椎ドレナージを施行され、安静により軽快した。ドレーン抜去し、
聴神経腫瘍手術後 21 日目に退院となった。

【考察】
当科で聴神経腫瘍手術を始めた頃は、電気刺激による誘発顔面筋電図を使用しながらも腫瘍摘

出のため顔面神経を露出したり直接触ることもあったため、術後に顔面神経の機能低下をきたし
たと考えられる。現在では顔面神経の状態にもよるが少なくとも腫瘍被膜を神経表面に残した状
態で、できる限り顔面神経を直接操作することのないよう心がけており、それ以降は顔面神経麻
痺を来した症例は認めていない。また最近では顔面神経根誘発筋活動電位を持続評価することに
より持続モニタリングも可能になった。

硬膜下水腫は、手術という外傷により硬膜とクモ膜の間に人為的に硬膜下腔が形成されること
が大きな因子である。硬膜下腔に、髄液の流入は可能だが流出を妨げる閉鎖腔が形成されると硬
膜下水腫となる。過去の報告では、無症状のものも含めると脳神経外科手術の 17% に術後の硬
膜下水腫を認めたとの報告もあり、決して少ないものではないと考える。好酸球性髄膜炎の原因
としては、中枢神経寄生虫症が多いが、他にはアレルギー反応や薬剤性などがある。

腹部術後出血は術中の止血が不十分であったり、術後の創部圧迫が不十分であった可能性を考
える。

髄液漏については、手術動画を見直すと開放された蜂巣を閉鎖する際の骨ろうをもう少し重ね
て塗るべきであった。

【結語】
聴神経腫瘍手術における合併症は、致命的となるものもあり早急な対応が必要である。これら

合併症を予防することはもちろん重要であるが、もし生じた場合にどう対応するか知識や対処法
などを身につけておく必要がある。
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顔面神経不全麻痺を生じた聴神経腫瘍症例に対する顔面神経温存手術 
- 術中持続顔面神経モニタリングの有用性 -

小西　将矢、三谷　彰俊、井原　　遥、福井　英人、宮崎日出海、岩井　　大
関西医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

聴神経腫瘍手術における目標はいかに神経機能を温存して安全に全摘出に近づけるかというこ
とであるが、そのためには術者のスキルのみならずアプローチの選択と優れた術中の神経モニタ
リングが必須であると考えている。手術が推奨治療となる腫瘍サイズ 25mm を超えるものでは
すでに聴力損失があることが少なくなく、顔面神経も圧迫され fanning をきたしていることも多
い。そのような ケースでは顔面神経の機能温存が容易ではないため、脳幹や小脳に負荷を与え
ないことは当然のこと、顔面神経の手前に存在する腫瘍被膜を薄く残して顔面神経へのダメージ
を最小限にする手術戦略が重要となる。今回我々は術前の顔面神経不完全麻痺症例に対して術中
持続顔面神経モニタリングの一つである FREMAP（Facial nerve Root exit zone Elicited 
compound Muscle Action Potential）モニタリングを顔面神経の神経マッピングと併用し機能温
存手術を行った。本症例から FREMAP モニタリングの有用性について報告する。症例）48 歳
女性、46 歳時に難聴を主訴に他院受診し、長径 21mm 大の左聴神経腫瘍を指摘された。純音聴
力検査上は左耳 46.25dB であったが、手術加療の希望がなかったため定期的な MRI でのフォロー
アップとなっていたが、経過観察中に腫瘍径の増大（21mm から 30mm）と顔面神経麻痺

（House-Brackmann grade III）が出現し当科紹介受診となった。ステロイド加療により若干顔
面神経麻痺は軽快したものの（House-Brackmann grade II）、腫瘍摘出を望まれ、顔面神経麻痺
に対する不安も強く FREMAP モニタリング下での手術に臨んだ。術前の最終左耳聴力は純音聴
力検査が 60dB、最高語音明瞭度が 10％であった。術中所見）術前残存聴力と嚢胞変性病変で術
中出血のリスクを考慮し、より大きな視野を得る必要があると判断し、translabyrinthine 
approach と retrosigmoid approach を 併 用 し た。 整 容 的 な 観 点 か ら ま ず 後 頭 蓋 中 心 の
craniotomy を施行、その後 translabyrinthine approach で petrous bone を大きく削開し CP 
angle を広く開放した。下位脳神経を指標として顔面神経の REZ 付近に FREMAP 電極を留置
し顔面神経機能の良好な初期反応を確認した。顔面神経の fanning 部の剥離操作に関しても内耳
道内・外で FREMAP モニタリングによる恩恵を受けるところが大きく、顔面神経機能を持続し
て監視しながら腫瘍をほぼ全摘出することができた。術後経過）術後 2 日目より ICU を離脱し、
食事・歩行が可能であった。術後髄液漏はなく、顔面神経麻痺も術前よりの悪化無く、左前額部
に軽度認めるのみ（House-Brackmann grade II）であった。術後約 1 週間は歩行器による訓練
を要したものの、その後ふらつきも軽快し術後 2 週間で退院となった。まとめ）良好な視野の確
保、鋭敏な術中持続顔面神経モニタリングが危険部位における手術を安全に遂行させるためには
必須であると考える。
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当科において Subtotal Petrosectomy を行った症例の検討

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

【はじめに】Subtotal Petrosectomy（STP）は 1950 年代後半に Ugo Fisch により開発され、
1965 年に命名された術式である1）2）。その内容は側頭骨の蜂巣を可及的に除去し、外耳道および
耳管を閉鎖し、死腔を腹部脂肪などで充填するものである。適応は、側頭骨内腫瘍、CSF リー
ク（先天性、外傷性、術後）、側頭骨骨折、聴力改善のみこめない Open cavity problem、炎症
を伴う人工内耳埋め込み術などとされている。また、Transcochlear Approach や Infratemporal 
Fossa Approach などの頭蓋底手術と組み合わせて行われることも多い。この術式をとりいれる
ことで難治性の疾患が制御可能となるため、これまで多くの報告がされてきた。今回当科にて
STPを行った10例について治療効果と合併症について検討し、今後の課題について考察した。【対
象と方法】対象は 2014 年 1 月から 2018 年 1 月までに当科にて STP を行った 10 症例である。内
訳は、人工内耳埋め込み術 4 例（好酸球性中耳炎 2 例、中耳根本術後 1 例、癒着性中耳炎 1 例）、
Open cavity problem2 例、錐体部真珠腫 2 例（Apical type1 例、Infralabyrinthine-apical type1 例）、
側頭骨内腫瘍 2 例（中耳カルチノイド 1 例、頸静脈型グロムス腫瘍 1 例）である。合併症、手術
成績について検討した。【結果】人工内耳：4 例とも一期的に行った。Cochlear CI24 を用い、電
極はすべて挿入可能であった。合併症はなかった。術後装用域値は 25 ～ 35dB（平均 30.3dB）
であった。出血量は 0mL ～ 170mL 平均 53ml。Open cavity problem：2 例とも合併症なし。現
在 2 例とも処置不要の状態。錐体部真珠腫：2 例とも Transotic approach との組み合わせで手
術を行った。Apical type の症例は術後 36 ヶ月経過し再発を認めていない。Infralabyrinthine-
apical type の症例は術後 12 ヶ月で再発が確認され、外耳道に瘻孔が形成された。側頭骨内腫瘍：
中耳カルチノイドの症例は術後合併症なし。術後 23 ヶ月で再発を認めていない。頸静脈型グロ
ムスの症例は、術後残存病変を認めているが、合併症はなかった。【考察】STP を取り入れるこ
とで様々な難治症例に対応できたが、下記の 2 点が今後の課題と考えられた。1：内耳機能を有
する症例の聴覚活用が不可能となること。VSB などの人工聴覚器がその問題を解決する方法の
一つと考えられるが、片側性難聴に対する VSB の適応が現在日本では認められていない。STP
を施行した患者の聴力を補償することが今後の課題かと思われる。2：今回錐体部真珠腫の 1 症
例において再発を認め、外耳道に瘻孔が形成された。再発の可能性のある錐体部真珠腫に対して
は外耳道を閉鎖せず Open cavity の状態にすることも推奨される。

【参考文献】
 1）Coker NJ, Jenkins HA, Fisch U: Obliteration of the middle ear and mas-toid cleft in 

subtotal petrosectomy: indications, technique, and results. Ann Otol Rhinol Laryngol 95: 
5–11, 1986.

 2）Fisch U: Microsurgery of the Skull Base. Stuttgart, Germany: Georg. Thieme Verlag; 1988.
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言語習得後失聴患者に対する非良聴耳への人工内耳の成績の検討

荒井　康裕 1、磯野　泰大 1、森下　大樹 1、高橋　優宏 2、宇佐美真一 1,3、折舘　伸彦 1

1 横浜市立大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 国際医療福祉大学三田病院　耳鼻咽喉科、
3 信州大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】
人工内耳の術側を決定する際、術後成績を予測する決定的なエビデンスのある検査等はなく判

断に迷う症例を多々経験する。一般により失聴期間が短く、少しでも聴覚活用を行っている良聴
耳を選択した方が術後成績が良いとされているが1）、患者によっては補聴器装用を継続したい等
の心情もあり、補聴器非装用時やより聴力の悪い側への人工内耳を希望される場合がある。また、
2017 年に成人人工内耳適応基準が 90dB 以上から、70dB 以上で補聴器装用下最高語音明瞭度が
50% 以下という項目が追加されたこともあり2）、今後非良聴耳への人工内耳を選択する症例が増
加することが予測される。非良聴耳への人工内耳の選択の是非を判断するために、本発表では当
院において非良聴耳への人工内耳を施行した術後成績を比較検討した。

【対象と方法】
2008 年 10 月より 2017 年 10 月までの間に当科で手術を行った人工内耳初回患者例 106 例（残

存聴力活用型人工内耳 2 例除く）の内、言語習得後失聴成人患者で一側の人工内耳手術を施行し、
術後 6 ヶ月以降に人工内耳装用下での語音弁別能検査（67-S 語表）を行えた 41 例を対象とした。
良聴耳の定義として、片側のみの補聴器装用であれば装用側を良聴耳とした。両側補聴器装用も
しくは非装用の場合は、平均聴力閾値が対側と比較して 15dB 以上低い側を良聴耳、高い側を悪
聴耳とし、15dB 未満の場合を同等とした。

【結果】
各群の難聴の病因は、若年性進行性難聴、老年性難聴、突発性難聴、慢性中耳炎のほか髄膜炎、

ミトコンドリア病 ANCA 関連血管炎性中耳炎などの症例を認めた。若年性進行性難聴、老年性
難聴、突発性難聴、慢性中耳炎以外の症例は、聴覚中枢路等の影響を考慮し比較検討から除外し
た。また、人工内耳の使用電極数が 50% 以下の症例も術後の聴取成績に影響するため除外した。
除外後の症例数は、良聴耳群 13 例、非良聴耳群 11 例、同等耳群 11 例計 35 例となった。年齢中
央値は、良聴耳群 75 歳、非良聴耳群 71 歳、同等耳群 66 歳であった。また、男性比率は、良聴
耳群 38%、非良聴耳群 27%、同等耳群 55% であった。難聴期間中央値は、良聴耳群 12 年、非良
聴耳群 15 年、同等耳群 10 年であった。男性比率および難聴期間ともに有意差を認めなかった。
補聴器装用率は、良聴耳群 92.3% に対して非良聴耳群で 45.4% で P=0.01 と有意差を認めた。術
前平均聴力は、良聴耳群 110dB（85-133）、非良聴耳群 117dB（101-134）、同等耳群 105dB（83-130）
であった。病因については、良聴耳群で老年性難聴が 7 例（2 例突発性難聴含む）で最多で、非
良聴耳群と同等耳群では若年発症型両側感音難聴が 5 例で最多であった。術前平均聴力、病因と
もに群間で有意差をみとめなかった。術後結果は、人工内耳装用下音場語音明瞭度（平均値）に
おいて、良聴耳群 56.2%（30-90）、非良聴耳群 70.9%（25-95）、同等耳群 55.9%（15-100）で
P=0.16 で有意差を認めなかった。CI2004 による単語検査では、良聴耳群 71.3％、非良聴耳群
74.8％、同等耳群 59.8％で有意差を認めなかった。CI2004 による日常会話文検査では、良聴耳群
85%、非良聴耳群 74%、同等耳群 87% で有意差を認めなかった。

【考察】
非良聴耳群への人工内耳の術後成績は、本検討は症例数も少なく、また、後方視的研究で年齢

や病因等の偏りなどの制限はあるが、良聴耳群や同等耳群と比較して同等の成績であり、患者と
相談の上選択しうるオプションであると考えられた。術後の成績に影響する因子として、年齢・
両耳の失聴期間・遺伝学的背景も報告されており3）4）5）、それらの因子を考慮した上で術側を決定
する必要がある。今後、多施設多症例での臨床研究での検討が期待される。

【文献】
 1）UK Cochlear Implant Study Group：Criteria of candidacy for unilateral cochlear 

implantation in postlingually deafened adults. Ear and hearing. 2004
 2）成人人工内耳適応基準（2017）：日本耳鼻咽喉科学会　福祉医療委員会
 3）Matterson AG, et al.: Otol Neurotol. 2007.
 4）Boisvert I, et al.: Ear Hear. 2011.
 5）Lazard DS, et al.: PLoS One. 2012.
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当科における高齢者の人工内耳症例の検討

渡邊　浩基、石田　克紀、峯川　　明、吉川沙耶花、喜多村　健、坂井　　真
茅ヶ崎中央病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
2017 年に成人人工内耳適応基準が変更され、適応が拡大された。また、近年難聴は認知症の

リスクファクターだと報告されている。我が国の超高齢化社会への突入と合わさって、今後は高
齢者の人工内耳手術が増えると予想される。高齢者も若年者と同様の人工内耳装用効果が得られ
るとされており、今回、当院における高齢者の人工内耳症例の装用効果や問題点について検討し
たので報告する。

【対象と方法】
2012 年～ 2017 年までの 6 年間で、当院で初回人工内耳埋込み術を行った成人 33 例のうち、

両側例 2 例と術後聴取能評価の出来なかった 2 例を除いた 29 例を手術時年齢が 72 歳以上の 15
例を高齢者群、72 歳未満の 14 例を対照群として検討した。内訳は男性 5 例、女性 10 例で年齢
76±4.6（平均±1SD、以下同様）歳、対照群は男性 5 例、女性 9 例で平均年齢 58±13 歳であった。
観察期間は 7 ～ 64 ヵ月（32±19 ヵ月）、対照群で 21 ～ 69 ヵ月（52±16 ヵ月）、失聴期間は 2 ～
804 ヵ月（72±205 ヵ月）、対照群で 3 ～ 120 ヵ月（37±37 ヵ月）であった。

術前平均聴力レベル（四分法）は手術耳 102.3dB HL、非術耳 101.5dB HL で、対照群は手術
耳 106.8dB HL、非術耳 97.1dB HL であった。術前の補聴器装用平均聴力レベルは 59.6dB HL、
対照群は 52.0dB HL であった。手術機器はコクレア社製 6 例、メドエル社製 5 例、AB 社製 4 例、
対照群では各々 5、8、1 例であった。

主な検討項目は 1 ）術後人工内耳単独装用下の語音聴取能と聴力閾値、2 ）術前術後の聴覚障
害の自己評価の変化、3 ）合併症など術後フォロー中に起きた問題点の 3 点とした。

語音聴取能は術後に実施した CI2004 の正答率で評価し、複数回行っている場合は最高の成績
を採用した。聴覚障害の自己評価は「きこえについての質問紙」（鈴木ら、2002 年、Audiology 
Japan）を点数化して、聞こえにくさ、心理・社会的影響、コミュニケーションストラテジーの
3 項目にわけて評価した。

【結果と考察】
術後人工内耳装用平均聴力レベルは高齢者群 38.7dB HL、対照群 36.2dB HL でいずれも術前

の補聴器装用平均聴力レベルより良い成績をおさめた。CI2004 による人工内耳単独装用下での
術後語音聴取能の平均は高齢者群で子音 43%、単音節 56%、単語 71%、文 73%、対照群で子音
51%、単音節 59%、単語 77%、文 82% であった。
「きこえについての質問紙」による術後の聴覚障害自己評価のアンケート点数は聞こえにくさ

の項目において高齢者群、対照群ともに術前から大きく改善が認められ、平均点数は 2 群におい
てほぼ変わらなかった。

術後合併症（術後半年以内）としては一過性の軽度めまいやふらつきを 5 例、味覚障害を 1 例、
創部トラブルを 1 例、せん妄を 1 例で認めたが、対照群は各々 6、2、0、0 例であり、ほぼ変わ
らない結果であった。ただし、高齢群では風呂場での転倒による人工内耳埋込部の打撲や術後 1
年での他病死（80 歳以上、除外された 1 例）など対照群で認めなかったアクシデントをいくつ
か認めた。

また、CI2004 など長い時間と集中力を要する検査において、意欲や集中力が後半に続かない
傾向があり、これは CI2004 の文の成績に影響が出ている可能性も考えられた。

しかし、術後聴取能の検査結果、自己評価ともに非高齢者と比べてもほぼ同等の良好な成績を
おさめ、合併症についても発症率が大きく増加することはなかった。家族のサポート環境や意欲
など、適応について若年者より慎重な判断は必要だが、自験例でも高齢者の人工内耳手術は総合
的に有益だと考えられた。
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人工内耳と補聴器による平均聴力レベルと語音明瞭度の比較

岩崎　　聡、高橋　優宏、古舘佐起子、野口　佳裕、久保田江里
国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科

【はじめに】2017 年成人人工内耳の適応基準が改訂された。1）平均聴力レベル 90dB 以上の重度
感音難聴、そして、2）平均聴力レベル 70dB 以上 90dB 未満で、なおかつ適切な補聴器装用を行っ
たうえで、装用下の最高語音明瞭度が 50％以下の高度難聴者、と平均聴力レベルの基準が低く
なり、新たに語音明瞭度による適応判定の基準が定められた。今回我々は成人人工内耳の新適応
基準「平均聴力レベル 70dB 以上 90dB 未満、かつ補聴器装用下の最高語音明瞭度 50％以下」に
ついて、その妥当性を検討することを目的とし、補聴器装用者の平均聴力レベルと語音明瞭度、
および人工内耳装用者のそれとを比較したので報告する。【対象と方法】　2015 年 1 月～ 2016 年
12 月の間に人工内耳植込み術を実施した成人人工内耳装用者（以下 CI 群）37 例（男性 14 例、
女性 23 例、年齢中央値：74.0 歳〈25 ～ 86 歳〉）と、2016 年 1 月～ 12 月の間に当院補聴器外来
を受診した両側難聴の補聴器装用者（以下 HA 群）77 例（男性 32 名、女性 45 名、年齢中央値：
74 歳〈25 ～ 87 歳〉）を対象とした。HA 群と CI 群の年代別構成はほぼ類似していたが、CI 群
の方が HA 群よりもやや 40 歳未満の比率が高い構成であった。裸耳平均聴力レベルおよび裸耳
語音明瞭度の測定には Inter Acoustic 社製 AD629 を用いた。音場における語音明瞭度の測定の
呈示条件は「補聴器適合検査の指針 2010」に準じ、対象者の前方 1m にスピーカーを設置し、
リオン社製オージオメータ AA-H1 を介して検査語音を呈示した。今回は以下の項目を検討した。

（1）HA 群における裸耳平均聴力レベル（4 分法）と裸耳の最高語音明瞭度（67-S 語表）の関係。
（2）HA 群における、裸耳平均聴力レベル（4 分法）と HA 装用下の最高語音明瞭度（67-S 語表）、
および、CI 群における術前の裸耳平均聴力レベル（4 分法）と CI 装用下の最高語音明瞭度（67-S
語表）との関係を比較検討した。【結果】平均聴力レベルと裸耳語音明瞭度との間には負の相関
がみられた。平均聴力レベル 70dBHL における最高語音明瞭度は、近似曲線と語音明瞭度の目
盛りとの交点から、語音明瞭度 45％であった。補聴器装用下および人工内耳装用下における、
平均聴力レベルと装用下語音明瞭度との関係を見ると、平均聴力レベル 70dBHL、語音明瞭度
50％の値で交差していた。平均聴力レベル 70dBHL 以上になると、補聴器装用下よりも人工内
耳装用下において最高語音明瞭度がよくなる傾向がみられた。平均聴力レベル 70dBHL 以上
90dB 未満における HA 群と CI 群における装用下語音明瞭度を比較すると、CI 群における装用
下語音明瞭度の方が有意に高かった。【考察】1997 年熊川らの報告では、人工内耳装用者の単音
節の語音明瞭度は SPEAK 方式において、85dBHL における補聴器装用者の語音明瞭度 35％に
相当していた。今回の検討では補聴器装用者と同程度の語音明瞭度が人工内耳で得られた平均聴
力レベルは85dBHLよりも低閾値である70dBHLであり、その明瞭度の値も50％と向上していた。
その背景には、人工内耳電極の進歩とそれに伴う音声コード化法の進歩と術式の進歩が影響して
いると思われた。
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人工内耳装用例における単音節課題での語音弁別評価法の比較 
–CI2004 と 67-s 語表の成績比較 –

松田　悠佑 1、平原　信哉 1、中島　崇博 2,3、奥田　　匠 2、後藤　隆史 2、 
中村　　雄 2、松田　圭二 2、花牟禮　豊 1、東野　哲也 2,3

1 鹿児島市立病院耳鼻咽喉科、2 宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
3 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センター

【はじめに】
人工内耳（以下 CI）術後のマッピングにおける語音弁別能の評価は自由音場のスピーカ法にて行われる。その評価

方法は複数存在し、各施設において選択は様々である。今回、その中から CI2004 の単音節課題と 67-s 語表を用いた語
音弁別検査の成績を比較検討した。

【対象と方法】
対象は CI 装用児者 19 例、年齢：平均 15 歳 3 ヶ月（4 歳 6 ヶ月から 78 歳）、男性 12 例、女性 7 例、装用歴は 16 ヶ

月から 25 年 6 ヶ月であった。装用閾値（125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、8kHz）は全対象 20 か
ら 40dB、自覚的にも快適に装用可能な状態であった。

対象者に CI2004 の単音節課題と 67-s 語表をもちいた語音弁別検査を実施した。環境として防音室にてオージオメー
タ [AA-78] を使用した。スピーカは Pioneer S-LM2B-LR を使用、対象の正面から 1m の距離に設置、提示音圧は
65dBSPL とした。各語音検査の実施順序、使用リストはランダムとした。実施期間は初回検査時点から 1 ヶ月とし、
その間に Map およびプログラムの変更は行っていない。

統計処理は Wilcoxon 符号付順位和検定を用いた。それぞれの検査で提示単音節の種類と数が異なるため、本来の語
表（CI2004：60 音節、67-s：20 音節）によって得られた成績を比較する「全単音節比較」と共に、それぞれの検査語
表から共通の単音節（CI2004・67-s：17 音節）を抜粋して成績を比べる「共通単音節比較」を行った（表説明参照）。

【結果】
対象の臨床情報と検査結果を表にまとめた。
全単音節比較における正答率は CI2004 にて平均 61.0％ [SD=14.6]、67-s にて平均 78.0％ [SD=17.0] であった。それぞ

れの検査成績を統計処理した結果、P＜0.01[P=0.003117] となり、有意の差が認められた。一方、共通単音節比較におけ
る正答率は CI2004 にて平均 62.6％ [SD=23.8]、67-s にて平均 74.6％ [SD=20.0] で、同様の傾向が見られたが、統計学的
には有意差は認められなかった（P＞0.05[P=0.100135]）。

【考察】
共通の単音節における正答率を算出した結果、それぞれの検査法の成績に統計学的有意差は認められなかった。これ

はそれぞれの検査法の結果を一定の基準に当てはめることにより相関を見いだすことが可能といえる。対して、従来の
検査結果をそのまま比較すると統計学的な相関が見出せなかった。CI2004 に比し 67-s の成績が有意に良いという結果
から、単音節数の違いだけでなく、CI2004 でのみ採用されている単音節の成績への影響が示唆される。
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北海道における遠隔マッピングの試み

高野　賢一 1、山崎　徳和 2、實川　純人 2、角木　拓也 3、新谷　朋子 4、氷見　徹夫 5

1 札幌医科大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 函館五稜郭病院、3 帯広厚生病院、 
4 とも耳鼻科クリニック、5 札幌医科大学

広大な面積をもつ北海道においては、遠方から専門医療機関へのアクセスがしばしば問題とな
る。例えば、札幌－釧路や札幌－函館の距離は概ね東京－名古屋間に概ね相当する。これは大学
病院などの専門医療機関から離れた地方に在住する人工内耳装用者にとっても同様で、遠方から
マッピング目的に定期的に受診することが負担となっている装用者も少なくない。現在われわれ
は Cochlear 社の協力を得て、遠隔診療の一環として、遠隔マッピングの試みを行っており、そ
の途中経過について報告する。対象は、N6 または KANSO を使用している人工内耳装用者で、
札幌から遠隔に位置する帯広市（未就学児 1 名、小学生 2 名、中学生 1 名、高校生 3 名、成人 5 名）、
室蘭市（小学生 1 名、中学生 1 名、成人 2 名）、函館市（小学生 4 名、中学生 1 名、成人 1 名）
に在住の計 20 名とした。方法は、各地方の中核病院（帯広協会病院、市立室蘭病院、函館五稜
郭病院）の耳鼻咽喉科外来に専用 Windows 端末を設置し、それぞれの病院に受診してもらい、
Cochlear ワイヤレスプログラミングポッドおよびフィッティングソフトにより、大学病院にい
る言語聴覚士がマッピングを行った。専用端末とペア設定したワイヤレスプログラミングポッド

（写真）と、装用者のプロセシングユニットを接続し、インターネット回線によるテレビ電話シ
ステムを介し、対面に近い形でフィッティングを行う。遠隔であることやマッピングソフトに若
干の制約があるものの、通常のフィッティングは概ね問題なく行えた。Wasowski ら（J Hear 
Sci 2012）によるリッカート尺度に準じた遠隔マッピングに関する調査をみると、通信精度がよ
い・言語聴覚士とコミュニケーションがとれる・セキュリティ面で安心できる・過程や効果に満
足できる・従来のマッピングに代わりうる・時間と経費の削減につながる、といった各質問に対
し 93 － 97％が「そう思う」と回答しており、検討を開始して短期間ではあるものの、本検討で
も同様の満足度が得られている。本年度から保険診療においてオンライン診療料が算定可能とな
り、今後、本邦でもオンラインによる遠隔診療が普及していくことが予想される。遠隔マッピン
グシステムは、専門医療機関へのアクセスが困難な地方の人工内耳装用者や通院が負担となる高
齢者などにとっても福音となりうる一方で、本検討において精度やコスト算定法などの問題点も
見えてきている。今回、遠隔マッピングに関してわれわれの経験を報告したい。
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側頭骨内合併症を伴う中耳真珠腫（Stage3）症例の検討

佐藤　　崇 1、太田　有美 1、森鼻　哲生 2、大崎　康宏 1、岡崎　鈴代 3、宇野　敦彦 4、 
今井　貴夫 1、北原　　糺 5、猪原　秀典 1

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

3 大阪市立総合医療センター　耳鼻咽喉科、 
4 大阪急性期・総合医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科、 

5 奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】
真珠腫性中耳炎に対する鼓室形成術の術式選択や術後成績との関連を目指して中耳真珠腫進展

度分類 2015 が提唱されている。大阪大学耳鼻咽喉科では、2012 年 4 月より紙ベースの耳科手術
記録から耳科手術記録フォーマットを電子化し、データベース化を行ってきた。今回、中耳進展
度分類 2015 において側頭骨内合併症・随伴病態を伴う Stage3 症例の傾向と術式および術後聴力
や予後に関して検討したので、報告する。

【対象】
2012 年 4 月から 2018 年 4 月までに大阪大学医学部付属病院耳鼻咽喉科にて、中耳真珠腫に対

して手術を施行した 300 耳の内、当科初回手術は 212 耳、術後耳手術は 88 耳であった。その中
で Stage3 症例は、全手術 300 耳の内 34 耳と 11.3％を占めていた。この 34 症例を対象とした。
34 症例の中で初回手術は 30 耳で、術後耳手術は 4 耳であった。

【結果】
術後耳手術の 4 例は、鼓膜全面癒着（AO）1 例、迷路瘻孔（LF）2 例、迷路瘻孔（LF）と高

度内耳障害（LD）と外耳道の広範な破壊（CW）と複数の所見を呈した 1 例であった。いずれ
の 4 例とも一期的鼓室形成（外耳道後壁削除乳突開放型）を施行していた。初回手術の 30 例では、
複数の所見を示したのが 6 例で、CW のみが 2 例、LF のみが 3 例、顔面神経麻痺（FP）6 例、
鼓膜全面癒着（AO）のみが 13 例であった。手術は、一期的鼓室形成術が 17 件（外耳道後壁削
除乳突開放型が 9 例、それ以外が 8 例）、段階的鼓室形成術が 13 件であった。Stage3 以外の症
例では、初回手術の 181 耳の内、一期的鼓室形成術が 96 例、段階的鼓室形成術が 85 例であった。
Stage3 で段階的手術を施行した 13 例のうち、Drop out した 1 例を除く 12 例中 5 例で 2 期手術
時に真珠腫の再発・遺残が確認された。Stage3 以外では、初回手術で段階的鼓室形成術を施行
した 85 例中 23 例（27％）が 2 期手術時に再発・遺残を認めた。Stage3 症例では、再発。遺残
が高い率であった。再発した 5 症例の内、FP を示したものが 3 例含まれていた。迷路瘻孔を呈
した 6 例に関して、術後に骨導閾値上昇を来した症例はなかった。顔面神経麻痺に関しては、術
前に不全麻痺であった症例では、全例治癒したが完全麻痺であった症例は、不治癒であった。

【考察】
Stage3 症例では、原因によって術式選択を考える必要があり、遺残・再発率が高いことを意

識して手術を行う必要がある。
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当科の後天性中耳真珠腫 StageIII 症例の検討　 
―進展度分類 2015 年改訂案を用いた分析―

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

東京慈恵会医科大学附属病院　耳鼻咽喉科学教室

【はじめに】　2008 年に日本耳科学会より提案された弛緩部型真珠腫に対する進展度分類から始
まった中耳真珠腫進展度分類は、現在後天性真珠腫と先天性真珠腫をカバーする中耳真珠腫進展
度分類 2015 年改訂案として我が国に浸透しつつある。今回我々はこの分類を用いて当科の
StageIII 症例についての臨床的検討を行った。【対象と方法】　2009 年 1 月から 2015 年 12 月ま
での 7 年間に当科で手術を施行した後天性中耳真珠腫新鮮例 292 耳を対象とした。側頭骨内合併
症・随伴症状を伴うという定義を満たす症例を StageIII 症例として抽出し、頻度、男女比、年齢、
真珠腫の合併症、進展範囲、術中所見、アブミ骨の状態、乳突蜂巣の発育についての検討を行っ
た。なお、StageIV 症例は今回の症例の中には認めなかった。【結果】　StageIII 症例は 20 耳に
みられ、全体の 6.8% を占めていた。内訳は弛緩部型が 16 耳、緊張部型が 4 耳、二次性は 0 耳で
あった。男女比は、弛緩部型は男性 12 耳、女性 4 耳、緊張部型は男性 3 耳、女性 1 耳であった。
手術時の年齢は、弛緩部型は 19 歳から 92 歳（平均 52.7%）、緊張部型は 18 歳から 63 歳（平均
51.0 歳）であった。真珠腫の合併症は（重複あり）、弛緩部型は迷路瘻孔が 11 耳と最も多く、続
いて外耳道後壁破壊が 4 耳、鼓膜の全面癒着が 2 耳、顔面神経麻痺、高度内耳障害が 1 耳ずつ認
めた。緊張部型は鼓膜の全面癒着が 3 耳と最も多く、迷路瘻孔が 2 耳に認めた。進展区分別では、
弛緩部型は AM が 5 耳、TA が 1 耳、TAM が 7 耳、PTAM が 3 耳、緊張部型は T が 1 耳、
TAM が 2 耳、PTAM が 1 耳であった。鼓室洞進展の有無については、弛緩部型は進展有りの
例が 5 耳で進展無しの例が多かったのに対し、緊張部型では全例鼓室洞への進展を認めた。アブ
ミ骨の状態を分類した S 分類は、弛緩部型は S0 が 4 耳、S1 が 10 耳、S2 が 2 耳、S3 が 0 耳、
緊張部型は S0 が 1 耳、S1 が 0 耳、S2 が 4 耳、S3 が 1 耳であった。乳突蜂巣の発育と含気は、
弛緩部型は MC0 が 9 耳、MC1 が 6 耳、MC3 が 1 耳、緊張部型は MC0 が 1 耳、MC1 が 3 耳であっ
た。全例含気を認めなかった。【考察】　今回の検討では、StageIII 症例は弛緩部型のうちの 8.7%、
緊張部型のうちの 9.1% と他施設の報告と比較してやや少ない結果となった。男性に多く初回手
術時の平均年齢が 50 歳前後であることは、弛緩部型と緊張部型の全体の傾向と同様であった。
進展区分の検討では弛緩部型では TAM、AM、PTAM、TA の順に多く、緊張部型では TAM、T、
PTAM の順に多かった。これらを合わせると、StageIII 症例のうちの 65% が PTAM 分類で 3
または 4 区分以上を占めるのに対し、1 区分に留まる例は 5% であった。また、弛緩部型は上鼓
室から乳突部進展による大きな外耳道後壁欠損が約 25％と多いものの、鼓膜緊張部は保たれア
ブミ骨上部構造の破壊は低率であった（S2、S3 は計 12.5%）。一方で緊張部型は外耳道後壁欠損
を示す例は認めず、鼓膜緊張部病変が高度でアブミ骨上部構造の破壊が高率に見られた（S2、
S3 は計 75%）。これは両者の進展経路の違いを示すと考えられる。乳突蜂巣の発育程度について
は、弛緩部型、緊張部型ともに発育不良例がほとんどを占め、これは今回扱った症例が stageIII
と進行した群であったからではないかと考える。弛緩部型真珠腫と緊張部型真珠腫は臨床的に異
なる特徴を持つ。今回、中耳真珠腫進展度分類 2015 年改訂案を用いることにより、進展経路も
含めた両者の病態の違いが明らかになったと考えられた。
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当科の後天性真珠腫症例の検討　 
－中耳真珠腫進展度分類 2015 年改訂案を用いた分析－

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

東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室

【緒言】
後天性中耳真珠腫は弛緩部型と緊張部型、二次性に分類され、それらの病態は大きく異なる。

中耳真珠腫進展度分類 2015 改訂案が使用されるようになり、統一基準下で複数の病態を比較検
討することが可能となった。今回、当院で手術を施行した後天性中耳真珠腫例を本分類を用いて
比較検討し、真珠腫の型別の臨床的病態を分析した。

【対象と方法】
2009 年 1 月から 2015 年 12 月までの 7 年間に当科で手術を施行した後天性真珠腫新鮮例症 237

例を対象とした。弛緩部型真珠腫が 183 耳（77.2%）、緊張部型真珠腫が 44 耳（18.6%）、二次性
真珠腫が 8 耳（3.3％）、分類不能が 2 耳（0.8％）であった。これらの症例について年齢分布、日
本耳科学会進展度分類 2015 年改訂案に基づいた真珠腫の進展度、進展範囲、術中所見、アブミ
骨の状態、乳突蜂巣の発育、鼓室洞進展の有無について比較検討を行った。

【結果】
手術時の弛緩部型、緊張部型、二次性における平均年齢は 43.6、38.4、60.9 歳であり、二次性

は弛緩部型、緊張部型と比較し有意に手術時年齢が高かった。弛緩部型の進展度は、Stage I が
37 耳（20.2%）、stage II が 130 耳（71.0%）、stage III が 16 耳（8.7%）、stage IV が 0 耳（0.0%）
であった。緊張部型の進展度は各々 18 耳（40.9%）、22 耳（50.0%）、4 耳（9.1%）、0 耳（0.0%）、
二次性の進展度は各々 6 耳（75.0%）、22 耳（50.0%）、0 耳（0.0%）、0 耳（0.0%）であった。弛緩
部型に比較し、緊張部型と二次性で有意に早期例が多かった。術前の CT にて乳突蜂巣の発育程
度を評価した。弛緩部型は MC0 が 48 耳（26.2%）、MC1 が 88 耳（48.1%）、MC2 が 41 耳（22.4%）
MC3 が 6 耳（3.3%）であった。緊張部型は各々 8 耳（18.2%）、22 耳（50.0%）、13 耳（29.5%）、1
耳（2.3%）、二次性は各々 0 耳（0.0%）、3 耳（37.5%）、4 耳（50.0%）、1 耳（12.5%）であった。
二次性は弛緩部型に比較して有意に乳突蜂巣の発育抑制例が少なかった。アブミ骨の状態は術中
に評価した。弛緩部型は S0 が 103 耳（56.3%）、S1 が 60 耳（32.8%）、S2 が 16 耳（8.7%）、S3 が
4 耳（2.2%）であった。緊張部型は各々 4 耳（9.1%）、17 耳（38.6%）、22 耳（50.0%）、1 耳（2.3%）、
二次性は各々 6 耳（75.0%）、0 耳（0.0%）、2 耳（25.0%）、0 耳（0.0%）であった。鼓室洞進展は各々
14.2%、31.8%、25.0% で認められ、弛緩部型に比較して緊張部型では有意に鼓室洞進展を有する
割合が高かった。弛緩部型の平均術前気導聴力、術前骨導聴力、術前気骨導差は 37.6dB、17.1dB、
20.5dB であった。緊張部型は各々 38.8dB、16.5dB、22.6dB、二次性は各々 48.6dB、20.9dB、
27.7dB であった。二次性は、弛緩部型と緊張部型に比較して有意に気導聴力の悪化を認めた。

【考察】
弛緩部型真珠腫では stage II 例が比較的多くを占め、乳突蜂巣の発育抑制例を半数以上に認め

た。アブミ骨の高度破壊例は比較的少なかった。緊張部型真珠腫は手術時点で早期例が多い傾向
にあり、鼓室洞進展を来した例も多く認められた。またアブミ骨の高度病変を有する割合が大き
く、アブミ骨病変の程度と術前聴力にも相関性を認めた。二次性真珠腫は比較的高齢に多く、蜂
巣の発育抑制例が少なく、また気導聴力が悪く、鼓膜穿孔の影響が考えられた。

当院における後天性中耳真珠腫の進展度は、耳科学会用語委員会による全国調査とほぼ同様の
分布であった。弛緩部型真珠腫はある程度病変の進展が進んでから手術に至る例が多いと考えら
れたが、一方で緊張部型真珠腫は早期進展の段階から聴力低下を来しやすいために、高度進展に
至る前に手術に至っている可能性が示唆された。二次性真珠腫は比較的高齢で手術に至る傾向を
持っていた。慢性中耳炎が基礎にあり、長期経過で真珠腫形成を起こすという病態が反映された
結果と考えられた。

このような臨床的特性から後天性真珠腫は型ごとに異なった治療戦略が必要となる。言うまで
もなく、中耳真珠腫に対する手術適応は年齢、症状、聴力、進展度など様々な要因を考慮して決
定される。また真珠腫手術症例の検討では、施設ごとの手術適応の違いが手術時の病態分析結果
を大きく左右する。今後 Stage ごとの再形成、遺残、聴力などの術後長期成績を分析することに
より、より適切な手術適応を確立していく必要があると考えられた。
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段階的鼓室形成術の選択と中耳真珠腫進展度分類

田邉　牧人、山本　悦生、老木　浩之、渡邊　太志、中西　　悠、竹田将一郎
老木医院　山本中耳サージセンター

【はじめに】
日本耳科学会より提案された中耳真珠腫進展度分類 2015 改訂案（以下、進展度分類）は、そ

れぞれの施設の特徴の把握、術式選択の材料、術後成績の予測・評価などに利用しうると思われ
る。

今回は段階的鼓室形成術（以下、段階手術）の選択において、進展度分類がどのような判断材
料になるか検討した。

【対象と方法】
当センターにおいて 2012 ～ 2016 年に手術治療を行った中耳真珠腫新鮮例 98 耳のうち、症例

数の多い弛緩部型真珠腫 79 耳を対象とし、一期的鼓室形成術を施行した一期群（44 耳）と段階
手術を施行した段階群（35 耳）に分類した。

一期群と段階群において進展度分類の各項目について比較、検討した。
【結果】

一期群は Stage Ia が 4 耳、Ib が 14 耳、II が 20 耳、III が 6 耳であり、段階群は Stage Ia と
Ib は無く、II が 27 耳、III が 8 耳であった。Stage Ia と Ib に段階手術を施行することはほとん
ど無いと思われるため、両群の Stage II と III を検討した。

その結果、一期群（26 耳）は男性 15 耳、女性 11 耳、年齢は 14 ～ 78 歳（中央値 54 歳）であり、
段階群は男性 25 耳、女性 10 耳、年齢は 10 ～ 72 歳（中央値 36 歳）であった。

真珠腫の進展範囲は一期群では前鼓室（以下、P）が 14 耳、乳突洞・蜂巣（以下、M）が 20 耳、
中・後鼓室（以下、T）が 4 耳であった。段階群では P が 18 耳、M が 31 耳、T が 20 耳となり、
一期群より段階群で中・後鼓室進展例が多かった。

乳突部の蜂巣発育程度は一期群では MC0 が 5 耳、MC1 が 14 耳、MC2 が 7 耳、段階群では
MC0 が 10 耳、MC1 が 16 耳、MC2 が 9 耳であり、差は無かった。

アブミ骨病変の程度は一期群では S0 が 17 耳、S1 が 7 耳、S2 が 2 耳、段階群では S0 が 12 耳、
S1 が 21 耳、S2 が 2 耳であり、段階群では一期群より S0 が少なく S1 が多かった。

段階群 35 耳のうち第 2 次手術を施行した 32 耳の中で再発を認めたのは 9 耳であり、真珠腫の
進展範囲は P が 4 耳、M が 9 耳、T が 7 耳、アブミ骨病変は S0 が 1 耳、S1 が 7 耳、S2 が 1 耳
であった。一方、再発を認めなかった 23 耳では進展範囲は P が 13 耳、M が 20 耳、T が 12 耳、
アブミ骨病変は S0 が 9 耳、S1 が 13 耳、S2 が 1 耳であり、再発例では中・後鼓室進展、あるい
はアブミ骨病変の S1 が多かった。

これらの結果から、弛緩部型真珠腫では中・後鼓室に進展する症例、アブミ骨周囲に病変を認
める症例では段階手術を選択することが多く、第 2 次手術時にも再発を認めることが多かった。

【考察】
中耳真珠腫に対して段階手術を選択する目安は術者によって違いがあるが、一般的には真珠腫

病変の高度な場合が多いと思われる。当センターでは中・後鼓室に進展した症例が段階群に多かっ
た。弛緩部型真珠腫は、真珠腫が上鼓室から鼓室方向に進展する症例は、すでに前鼓室や乳突洞
方向にも進展していることが多く、結果的に進展範囲が広く高度の症例が多いため段階手術を選
択することが多くなると思われる。また、上鼓室から真珠腫が進展してくると、鼓膜張筋腱、顔
面神経管、アブミ骨、鼓室洞など解剖学的に複雑な部位に進展することになり、遺残の危険性が
高いと判断されやすく、段階手術を選択することが多くなると思われた。

術者によって違いはあると思われるが、進展度分類は段階手術選択の目安の一つになり得ると
考えられた。
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EAONO/JOS 中耳真珠腫進展度分類を用いた 
術後聴力予後因子の検討

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

【背景】鼓室形成術の術後聴力成績に影響を与えうる様々な因子が報告されているが、中耳真珠
腫に対する伝音再建術後の聴力予後因子に関して、標準化された進展度分類に基づいて検討した
報告は少ない。今回、中耳真珠腫進展度分類 2015 と EAONO/JOS 合意案、また過去に報告さ
れた予後因子に従って、弛緩部型中耳真珠腫新鮮例に対する一期的鼓室形成術の術後聴力予後因
子について検討した。

【対象と方法】対象は、2013 年 4 月から 2016 年 12 月までの間に、北海道大学病院で軟骨を用い
て一期的鼓室形成術 IIIc を施行した弛緩部型中耳真珠腫新鮮例 30 例 30 耳である。真珠腫の診
断と進展度、ステージ分類は EAONO/JOS 合意案の定義に従った。また、乳突部の蜂巣発育程
度とアブミ骨病変の程度は中耳真珠腫進展度分類 2015 に従って分類した。聴力成績は AAO-
HNS のガイドラインに従って、術後 1 年以上経過後の 0.5、1、2、3kHz の純音聴力閾値の 4 分
平均を用いて純音平均気骨導差を算出し、気骨導差 10dB 以内、20dB 以内、30dB 以内の 3 つの
成功基準を定義し分類した。性別、年齢、ステージ、各解剖学的区分（STAM）への進展の有無、
乳突部の蜂巣発育程度（MC0-1/MC2-3）、アブミ骨病変の程度（S0/S1）、術式（CWU/CWD）、
ツチ骨柄の有無、鼓索神経の有無、鼓室粘膜の状態について、術後聴力予後との関連について検
討した。

【結果】術後気骨導差が 10dB 以内、20dB 以内、30dB 以内であった割合は、それぞれ、全体の
30.0%、56.7%、90.0% であった。術後気骨導差が 20dB 以内を成功と定義した場合、EAONO/
JOS 合意案のステージの進行に伴い成功率は有意に低下し、アブミ骨病変の程度 S0（アブミ骨
上部構造および周辺粘膜が正常）が有意な成功因子であった。術後気骨導差が 10dB 以内を成功
と定義した場合、アブミ骨病変の程度 S0 と乳突部の蜂巣発育程度 MC2-3 群（乳突蜂巣の発育が
より良好）が有意な成功因子であった。術後気骨導差が 30dB 以内を成功と定義した場合は有意
な成功因子は認められなかった。性別、年齢、各解剖学的区分（STAM）への進展の有無、術
式（CWU/CWD）、ツチ骨柄の有無、鼓索神経の有無、鼓室粘膜の状態は、いずれの成功の定義
においても有意な成功因子ではなかった。

【考察】アブミ骨病変の程度が S1（アブミ骨上部構造は保存されているが、肉芽や真珠腫などの
病巣を伴う）の状態では、アブミ骨の可動性が低下しうるため、アブミ骨病変の程度が S0 の聴
力成績は S1 のそれより良好であったと考えられる。伝音再建後に優れた聴力成績を達成する上
で、術後の鼓室の含気の重要性が多数報告されている。乳突蜂巣発育の程度は耳管機能を反映し
ており、これが術後の鼓室の含気の達成に寄与する可能性がある。このため乳突部の蜂巣発育程
度 MC2-3 群（乳突蜂巣の発育がより良好）の方が、MC0-1 群（乳突蜂巣の発育がより悪い）よ
り聴力成績が良好であったと考えられる。聴力成績と EAONO/JOS 合意案のステージには負の
相関が認められたが、各解剖学的区分（STAM）への進展の有無と聴力成績には関連が認めら
れなかった。これまで報告された他の因子も有意な聴力予後因子とはならなかったが、サンプル
数が少ないことや交絡因子の存在が影響している可能性がある。

【まとめ】アブミ骨病変の程度が S0（アブミ骨上部構造および周辺粘膜が正常）であること、
EAONO/JOS 合意案のステージがより低いことは、弛緩部型中耳真珠腫新鮮例に対する伝音再
建 IIIc の良好な聴力予後因子であることが示唆された。また、乳突蜂巣の発育が良好であるこ
とと優れた聴力成績の達成には関連性が示唆された。
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TEES を施行した緊張部型真珠症例の 
EAONO/JOS system を用いた検討

伊藤　　吏 1、窪田　俊憲 1、古川　孝俊 1、松井　祐興 1、二井　一則 2、新川智佳子 3、 
阿部　靖弘 1、鈴木　祐輔 1、後藤　崇成 1、欠畑　誠治 1

1 山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座、2 山形県立中央病院　頭頸部・耳鼻咽喉科、
3 山形市立病院済生館　耳鼻いんこう科

【はじめに】本邦では真珠腫の進展度分類に「日本耳科学会中耳真珠腫進展度分類 2015」が用い
られ、この分類は 2016 年に英文化（JOS system 2016）されたが、国際的に共通した分類は存
在していなかった。そのような中、2016 年の第 10 回国際真珠腫学会でヨーロッパ耳科学会

（EAONO）と日本耳科学会（JOS）で協議が進められ、翌年には両学会の合意案（EAONO/
JOS system 2017）が発表された。JOS system と EAONO/JOS system の最大の相違は解剖学
的区域分類にあり、PTAM 区分が STAM 区分に変更された。STAM の S は supratubal recess 
と sinus tympani の頭文字からとったもので、JOS の P（Protympanum）のうち supratubal 
recess を S1、JOS の T（tympanic cavity）のうち sinus tympani を S2 とし、臨床的な ”difficult 
access sites” として注目した点が EAONO/JOS system の特徴である。

我々は 2011 年より中耳真珠腫に対し、内視鏡の広角で死角が少なく強拡大で観察可能という
利点を生かして TEES を行っており、遺残性再発の抑制について検討している。特に緊張部型
真珠腫では後上象限の鼓膜陥凹から真珠腫が生じ鼓室洞まで進展する症例が多いため、TEES の
利点が生かされると考えているが、今回我々は鼓室洞を S2 として個別に着目した EAONO/JOS 
system を用いて、緊張部型に対する TEES の有用性について検討した。

【治療方針】当科では乳突洞進展までの真珠腫に対し、注水と吸引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
での操作を行う Powered TEES を施行している。真珠腫が乳突蜂巣まで及んでいる症例では、
従来の顕微鏡下乳突削開術を行うが、この際にも内視鏡を併用して死角を減らし、明視下の手術
操作を心がけている。当科では一期的手術を原則としているが、真珠腫を明視下に連続的に剥離
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 9 月から 2016 年 11 月までに手術を行った緊張部型真珠腫 45 耳、
年齢は 6 歳から 83 歳（中央値 64 歳）で伝音再建術後の観察期間は中央値で 30 ヶ月である。術
式の選択は CT と MRI（non-EPI DWI と MRC の fusion 画像）、合併症の有無より決定し、1）
乳突洞までの進展例は Powered TEES、2）乳突蜂巣への進展例は鼓室に対する TEES と CWU 
mastoidectomy を併用した Dual Approach、3）高度進展例は CWD mastoidectomy の適応とし、
術中に明視下の連続的な真珠腫摘出が困難と判断した場合には段階手術を選択した症例である。
術後聴力成績および再発率については、観察期間が 1 年以上の 39 耳を検討対象とした。

【結果】EAONO/JOS system の内訳は Stage I：9 耳、Stage II：23 耳、Stage III：13 耳で、
JOS system でも同様であった。また、真珠腫に対する選択術式は TEES：37 耳、Dual：2 耳で、
CWD：6 耳であり、7 耳に段階手術が選択されていた。JOS 基準に基づいた術後聴力改善率は、
全術式で 54％、TEES で 53％であった。遺残性再発は全体で 4 耳（10％）、TEES で 3 耳（9％）
であり、鼓室洞進展 S2：18 耳のうち鼓室洞及び顔面神経窩に遺残した症例が各 1 耳、耳管上陥
凹進展 S1：3 耳では遺残を認めなかった。他の遺残部位は顔面神経窩 1 耳、乳突洞が 1 耳であっ
た。遺残した 4 耳はいずれも一期的手術を選択した症例であった。

【考察】真珠腫の遺残好発部位として耳管上陥凹と鼓室洞に関する報告は多く、同部位への進展
は遺残リスクが高いため、段階手術が推奨されている。耳管上陥凹 S1 と鼓室洞 S2 を区別した
EAONO/JOS system は JOS system に比べ、この点で画期的である。今回の検討では JOS 
system の P 進展 7 耳のうち S1 は 3 耳、T 進展 45 耳のうち S2 は 18 耳であった。延べ 21 耳で
臨床的な ”difficult access sites” に真珠腫進展を認めたが、一期的手術を主体とした今回の検討
で遺残は 4 耳に留まっており、内視鏡下耳科手術は真珠腫の遺残抑制にある程度の効果があった
ものと考えた。今後は各施設で EAONO/JOS system を用いた真珠腫再発の評価を行い比較検
討することで、遺残抑制に対してより効果的な手術手技を開発できるものと考えられた。
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両側鼓室硬化症に対する両側アブミ骨手術の 1 症例

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

【はじめに】アブミ骨周囲の硬化性病変を伴う鼓室硬化症の手術に対しては様々な方法がとられ
ている。今回我々は鼓膜穿孔とアブミ骨固着を伴う両側の鼓室硬化症に対し、各耳ともに 1 期的
にテフロンピストンを用いた炭酸ガスレーザー併用アブミ骨手術を行い、良好な術後成績を得た
1 症例を報告する。【症例】患者は 66 歳女性、主訴は両側難聴、現病歴は小児期より両側難聴あり、
45 歳頃に両側鼓膜穿孔を指摘されるも未治療であった。既往歴、家族歴はなし。鼓膜所見は両
側大穿孔と myringosclerosis を認めた。側頭骨 CT にて両側ともに中鼓室、上鼓室に高吸収域と
低吸収域の混在を認めが耳小骨連鎖は正常であった。標準純音聴力検査にて 3 分法で右 61.7dB 
左 60.0dB の混合難聴を認めた。手術はまず右耳より行った。鼓膜穿孔を新鮮化の後、上中鼓室
の肥厚粘膜、硬化物を除去した。ツチ骨、キヌタ骨の可動性は改善した。アブミ骨周囲に硬化物
があり可及的に硬化物を除去したがアブミ骨底板の可動性は不良であった。炭酸ガスレーザーで
アブミ骨前脚後脚を離断し、アブミ骨上部構造を摘出した。アブミ骨周囲の硬化物をさらに除去
し、アブミ骨底板を炭酸ガスレーザーで開窓した。0.6mm×4.5mm の PTFE ピストンを前庭に
挿入しキヌタ骨長脚に接着した。鼓膜穿孔は側頭筋膜を underlay で鼓膜形成を行った。左耳も
同様の所見で同様の術式であった。術後 1 年で右気導聴力（3 分法）は 23.4dB gain、左気導聴
力（3 分法）は 26.7dB gain を認めた。【考察】本症例では炭酸ガスレーザーを併用することによ
り硬化物の除去やアブミ骨上部構造の除去を低侵襲に行うことが可能であり、上部構造摘出後さ
らに硬化物の除去が容易になった。特に高齢者など感染のない状態を継続している症例であれば
1 期的なアブミ骨手術でも予後良好である。動画にて症例を供覧する。
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当科におけるアブミ骨手術症例の聴力成績について

赤澤　幸則 1、比嘉　輝之 1、近藤　俊輔 1、我那覇　章 2、鈴木　幹男 1

1 琉球大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】今回当科で施行したアブミ骨手術について検討したので報告する。【対象と方法】
2009 年から 2017 年にアブミ骨手術を施行した 66 耳について検討した。病型としては、耳硬化
症（59 耳）、NOG-SSD（2 耳）、先天性アブミ骨固着（1 耳）、その他の耳小骨奇形（1 耳）、アブ
ミ骨固着を認める鼓室硬化症（3 耳）であった。当科におけるアブミ骨手術は、アブミ骨底板に
小開窓を施行後アブミ骨上部構造を摘出し、人工アブミ骨として径 0.6mm のテフロンピストン
を用いて行う Stapedotomy を基本としている。開窓にはスキータードリルやバッキンガムパー
フォレーターを使用している。開窓時に底板が割れたりした場合に、Partial stapedectomy や
Total stapedectomy を行っている。術後聴力成績は日本耳科学会の術後聴力判定基準（2010）
に従った。ただし、2010 年までの症例は日本耳科学会の術後聴力判定基準（2000）を考慮し、
術後 6 か月の評価の症例も含めた。【結果】上記の内、実際に聴力評価可能であったのは、54 耳
であった。年齢は、11 ～ 77 歳（平均 46.9 歳）、性別は男性 14 耳、女性 40 耳で圧倒的に女性が
多かった。術式は、Stapedotomy（49 耳）、Partial stapedectomy（4 耳）、鼓室形成術＋アブミ
骨手術（Stapedotomy）（1耳）であった。人工耳小骨は全てテフロンピストン（径0.6×4.0～5.0mm）
を用いた。術後合併症に関しては、術後めまいを生じたものが 3 耳あったが、ステロイドの投与
にて改善した。極小の鼓膜穿孔を生じたものが 1 耳あったが、自然閉鎖した。また、鼓膜が陥凹
した症例も 1 耳認めた。術前気導は 60.6±14.8dB、術前骨導は 32.9±11.6dB であった。術後気導
は 33.1±14.4dB、術後骨導は 25.5±11.6dB であった。聴力成績は、気骨導差 15dB 以内が、48 耳

（88.9％）、聴力改善 15dB 以上が 49 耳（90.7％）、気導聴力 30dB 以内が 27 耳（50.0％）で、成
功例は 50 耳（92.6％）であった。不成功例は、4 耳（7.4％）であった。【考察】アブミ骨手術成
功 例 は 92.6% と 諸 家 の 報 告 同 様 に 良 好 な 結 果 が 得 ら れ た。Monhammad T. ら（2018　
Laryngoscope）は、術後成績の予後因子として術前の気骨導差を挙げている。本症例で Mann-
Whitney U 検定を行ったが有意差は認めなかった（P=0.139）。不成功例について考察した。気
骨導差 15dB 以上となったものは 6 耳。聴力改善が 15dB 以下であったものは 5 耳、聴力 30dB
以上のものは 27 耳、その中の 4 耳が全てに当てはまり不成功例であった。不成功例 1 は術前か
ら高度難聴（気導 75dB, 骨導 33.3dB）を認め、術後に聴力改善せず再手術なり、術中所見にて
開窓部に薄い膜が張っておりピストンが短かった可能性を認めた。ピストンサイズを変更するも
聴力は十分には改善しなかった。不成功例 2 は術後にめまい、鼓膜陥凹あり。保存的にめまい改
善するも、術後骨導低下もありピストン周囲の線維性組織の増生が疑われた。不成功例 3 は蝸牛
型耳硬化症で術後に骨導低下をきたした。不成功例 4 は顔面神経の張り出しがあり、ピストンと
神経管が干渉している可能性が疑われた。アブミ骨手術は聴力改善する可能性が高く、良好な術
後成績が期待できる。一方で、術後の聴力改善が不十分となる可能性や経過で骨導低下する例も
あり、注意が必要である。
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内視鏡下耳科手術を行った外傷性アブミ骨損傷症例の検討

宮下　武憲 1、高橋　幸稔 1、稲本　隆平 1,2、森　　　望 1、星川　広史 1

1 香川大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 小豆島中央病院

【はじめに】
アブミ骨周囲の操作において、顕微鏡下手術では外耳道後壁骨を一部削除して視野を確保する

必要があるが、内視鏡下耳科手術では外耳道後壁骨を削除せず視野確保が可能である。そのため、
アブミ骨周囲の操作が必要となるアブミ骨損傷症例では内視鏡下耳科手術が有用であると考えら
れる。これまでに当科で経験した外傷性アブミ骨損傷症例のうち、内視鏡下耳科手術を施行し 1
年以上経過観察できた 3 症例を提示し、アブミ骨損傷症例に対する内視鏡下耳科手術の有用性と、
前庭窓に陥入したアブミ骨の処理方法について検討した。

【症例 1】
55 歳　女性約 35 年前に転落により受傷し、右難聴を指摘されていた。当科受診時に、鼓膜穿

孔は認めず、右 61.7dB の伝音難聴を認めた。側頭骨 CT、耳小骨 MPR 画像にて陳旧性の外傷性
耳小骨離断と診断し、内視鏡下耳科手術（経外耳道的鼓室形成術）を施行した。ツチ・キヌタ関
節の離断、アブミ骨前脚・後脚離断、キヌタ骨・アブミ骨上部構造の偏位を認めた。キヌタ - ア
ブミ関節を離断後にキヌタ骨を摘出し、前庭窓・アブミ骨底板を確認したうえで偏位したアブミ
骨上部構造を摘出した。キヌタ骨で作成したコルメラを使用し、鼓室形成術 IVi-M 型を施行した。
術後合併症もなく、聴力は 16.7dB に改善した。

【症例 2】
10 歳　男性
耳かきで受傷し、純音聴力検査にて 56.7dB の伝音難聴および鼓膜穿孔を認めた。側頭骨 CT、

耳小骨 MPR 画像にてアブミ骨底板の前庭窓への軽度陥入を認めた。鼓膜穿孔縮小傾向なく、受
傷 1 年後に内視鏡下耳科手術（経外耳道的鼓室形成術）を施行した。耳小骨周囲の瘢痕を切離す
ると耳小骨可動性は回復した。アブミ骨底板の前庭窓陥入を認めたが可動性は良好であり、アブ
ミ骨底板はそのまま保存し、耳珠軟骨にて鼓膜再建した。術後、聴力は 16.7dB に改善した。

【症例 3】
58 歳　男性
幼小児、棒状のもので耳を受傷し、左難聴を指摘されていた。当科受診時に、鼓膜穿孔は認め

なかったが、右 53.3dB の伝音難聴を認め、側頭骨 CT、耳小骨 MPR 画像にて、キヌタ・アブミ
関節の離断、アブミ骨の前庭窓陥入、ツチ骨柄骨折を認め、内視鏡下耳科手術（経外耳道的鼓室
形成術）を施行した。術中、キヌタ骨の偏位、キヌタ・アブミ関節の離断、アブミ骨の前庭窓陥
入および結合織による骨壁への固着、ツチ骨柄骨折を認めた。キヌタ骨を摘出し、アブミ骨周囲
の瘢痕を切離するとアブミ骨の可動性が回復したためアブミ骨の前庭窓陥入はひき上げず、キヌ
タ骨で作成したコルメラを使用し、鼓室形成術 IIIc 型を施行した。術後、聴力は 23.3dB に改善
した。

【考察】
3 症例ともアブミ骨損傷を認め、アブミ骨周囲の操作が必要であったが、内視鏡下耳科手術（経

外耳道的鼓室形成術）により、明視下にアブミ骨周囲の操作が可能であった。アブミ骨周囲の処
理は、内視鏡保持による片手操作でアブミ骨の可動性を回復させることが可能であり、術後聴力
も良好であった。また、内視鏡下耳科手術では外耳道後壁骨を削除することなく明視下にアブミ
骨や他の耳小骨の操作が可能であり、外傷性耳小骨損傷の手術においても内視鏡下耳科手術は有
用であると考えられた。

今回検討した 3 症例中、2 症例でアブミ骨が前庭窓に陥入していた。陥入したアブミ骨の処理
方法については、1）陥入したアブミ骨底板をそのまま保存する、2）陥入したアブミ骨を引き上
げて整復する、3）アブミ骨を摘出し、前庭窓を筋膜や軟骨膜で閉鎖する、4）アブミ骨を摘出し、
人工アブミ骨を使用する（stapedectomy）、の 4 方法が考えられる。2 症例とも、アブミ骨周囲
の瘢痕を除去することでアブミ骨の可動性を回復させることができたため、リスクがより少ない
1）を採用した。術後のめまいもなく、術後聴力も良好であった。陥入したままのアブミ骨底板
位置で可動性を回復させることができた場合には、陥入したアブミ骨底板をそのまま保存し伝音
再建する方法が有用であると考えられた。
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耳小骨奇形に対する経外耳道的内視鏡下アブミ骨手術の有用性

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

【はじめに】
耳硬化症や耳小骨奇形に対する聴力改善手術では、予想される出血が少ないため、経外耳道内

視鏡下耳科手術（TEES）の良い適応と考えられている。2016 年以降、我々の施設でも積極的に
TEES を行っており、そのうち 13 例は聴力改善目的に行ったアブミ骨手術であった。これらの
中で、特に内視鏡の有用性を強く感じられた耳小骨奇形 2 例を供覧し、利点と安全性につき報告
する。

【症例 1】　65 歳　女性　
鼓室内でアブミ骨後脚は細く前脚は一部欠損し、底板の固着を認めた。また顔面神経が鼓室部

にて分岐して二股となっており、一方は鼓室部本来の部位に、一方はアブミ骨底板上を走行して
いた。内視鏡にて様々な角度から詳細に観察し、二股となった顔面神経の間に底板のわずかなス
ペースを確認できたため、CO2 レーザーで慎重に開窓し 0.6×4.0mm のテフロンピストンを挿入
した。術後、顔面神経麻痺を認めず聴力は著明に改善した。

【症例 2】　28 歳　女性　
鼓室内で、アブミ骨後底板の固着と、キヌタ骨長脚の短小化が確認された。アブミ骨上部構造

を摘出後、CO2 レーザーで開窓しテフロンピストン、テフロンワイヤーを挿入するも、どちら
もループ部分を太く短いキヌタ骨長脚に固定することができなかった。そこでキヌタ骨長脚の先
端から 1mm 程度離れた部位に、内視鏡にて様々な角度から観察しながら 0.5mm のカーブドダ
イアモンドバーで全周性に溝を作成した。0.6×4.5mm のテフロンピストンを挿入し削開にて作
成した溝にループ部分をしっかりと固定した。術後聴力は著明な改善を認めた。

【考察】耳小骨奇形は時に顔面神経の走行異常を合併し、また難聴の病態が様々であり、術中に
柔軟な術式の対応が求められる。それゆえ、様々な角度から耳小骨や周囲臓器を詳細に観察する
ことが重要で、特に本症例においては内視鏡下に上下左右から病変を観察することによって得ら
れた立体的な情報は非常に有効であった。さらに症例 1 は 4K カメラシステムで手術が行われた
が、その高精細な映像と豊富な色再現性は顔面神経とアブミ骨底板の位置情報を識別するのに大
変役立った。症例 2 のようなケースでは、一般的にはツチ骨アタッチメントを利用することも考
慮される。しかし必ずしも常にあらゆるデバイスが準備されている状況ではない場合、深く挿入
することでキヌタ骨長脚を 180 度以上の範囲で観察できる内視鏡手術であれば、本術式のごとく
溝を作成するという術式の工夫も可能だと思われた。
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内視鏡下アブミ骨手術 classic steps 法と 
Fisch’s reversal steps 法の比較

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

【目的】慢性中耳炎・真珠腫性中耳炎に対しての経外耳道的内視鏡下手術は Tarabichi、
Kakehata らを中心に開発・発展してきており、Kojima らは耳硬化症に対しても応用し内視鏡下
でのアブミ骨手術の有用性を報告している。耳硬化症に対するアブミ骨手術は classic steps 法で
はアブミ骨の摘出をまず行い、その後に人工アブミ骨を挿入するが、アブミ骨底板の floating に
より人工アブミ骨の挿入が困難になってしまうことがある。この floating footplate のリスクを
回避するために、Fisch は、人工アブミ骨を挿入した後にアブミ骨を摘出する Fisch’s reversal 
steps 法を提案している。近年、我々の施設でも経外耳道的内視鏡下耳科手術を施行している。
当科で施行された耳硬化症に対する経外耳道的内視鏡下アブミ骨手術を classic steps 法と
Fisch’s reversal steps 法を比較し報告する。【方法】当科において経外耳道的内視鏡下アブミ骨
手術が施行された耳硬化症患者を対象とした。手術方法と手術成績を検討した。聴力成績は日本
耳科学会の聴力成績判定基準（2010）を使用し判定した。【結果】経外耳道的内視鏡下アブミ骨
手術は classic steps 法と Fisch’s reversal steps 法ともに施行可能で術後聴力成績は同等であっ
た。外耳道創部の上皮化は早期に完了した。【考察】耳硬化症に対するアブミ骨手術はアブミ骨
の解剖学的な位置関係から経耳後部より経外耳道的アプローチの方が良好な視野が確保でき、顕
微鏡下手術においても経外耳道的にアプローチすることが多い。内視鏡は顕微鏡より広角の視野
が得られ、顕微鏡下では死角となりやすいアブミ骨周囲の鼓室後方の視野の確保に有利である。
それに伴い、骨削開が必要な場合でも削開の範囲を縮小させることができる。また内視鏡下にお
いても Fisch’s reversal steps 法が可能であり floating footplate のリスク回避も可能である。【結
論】経外耳道的内視鏡下アブミ骨手術は耳硬化症に対しての有用な術式である。
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内視鏡下アブミ骨手術における浮遊底板に関する検討

西池　季隆、大島　一男、上塚　　学、道場　隆博、小幡　　翔、大谷　志織、 
梅田　直暉、佐々　暢亜、河辺　隆誠

大阪労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

当科ではアブミ骨手術の際には経外耳道的内視鏡下耳科手術（transcanal endoscopic ear 
surgery: TEES）の技術を用いた経外耳道的内視鏡下アブミ骨手術（transcanal endoscopic 
stapes surgery）を行っている。その手術成績に関しては、第 117 回日耳鼻総会 1）および第 26
回日本耳科学会総会 2）にて発表した。

アブミ骨手術は手術操作中に予期せぬ浮遊底板（floating footplate）が生じることがある。操
作中にこれが生じれば、手術の続行が不可能となったり、処理が適切に行われないと術後に感音
難聴が発生したりする危険性があるとされ、術者は緊張が強いられる。発生した場合には内耳か
ら底板を取り出した上でピストンを挿入することが勧められているが、浮遊底板は残してその上
にピストンを挿入する報告もある。

浮遊底板の予防策としては、アブミ骨に操作を加える前に底板に control hall として小孔を設
け、浮遊底板が発生すればその小孔に pick を挿入して引き上げる方法がある。また高木らはア
ブ ミ 骨 上 部 構 造 保 存 ア ブ ミ 骨 手 術 を 報 告 し て い る 3）。Fisch の 報 告 し た reversal steps 
stapedotomy は 4）、アブミ骨上部構造を温存したまま底板に開窓を行いピストン挿入を行ってか
らアブミ骨上部構造を取り去る方法であり、浮遊底板が起こる危険性は少ない。

当科では内視鏡下に Fisch の reversal steps でアブミ骨手術を行っている。しかし、アブミ骨
上部構造に大きな変形を伴い上部構造を温存したままで底板にアプローチ出来ない症例では、従
来の方法でアブミ骨手術を行わざるを得ない。その際には浮遊底板の発生する危険性がある。

当科の過去の症例を検討したところ、過去 5 年間に 23 例 28 耳の耳硬化症および先天性アブミ
骨固着症に対して内視鏡下アブミ骨手術を行っている。そのうち reversal steps を行えなかった
1 例 2 耳に浮遊底板を経験した。その際にも内視鏡下に浮遊底板は明瞭に観察され、底板は安全
に取り出すことができ、手術の続行が可能であった。その症例では、良好な術後聴力成績が得ら
れた。内視鏡下アブミ骨手術では明瞭な視野で手術が行えることから、浮遊底板が起こった際に
も利点は大きいと考える。

当科の過去のアブミ骨手術の術後成績と浮遊底板が発生した症例に関して発表する予定であ
る。
文献
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薄切しない耳珠軟骨 island flap で鼓膜形成した癒着性中耳炎

中江　　進
ベルランド総合病院耳鼻科

1. はじめに
癒着性中耳炎では耳管機能障害、鼓膜の脆弱性、上鼓室・乳突洞の換気不全があり、鼓室形成

術の成功には不利な条件が揃っているので手術成績はよくない。近年、我々は耳珠軟骨 island 
flap を用いることにより癒着性中耳炎に対処し、良好な結果を得ているので症例を提示する。
2. 対象　

薄切しない耳珠軟骨 island flap で鼓室形成を行ったものは 50 耳あり、そのうち 2014 年から
2016 年の 3 年間の癒着性中耳炎例 7 耳を検討した（island flap 群）。一方 2007 年から 2013 年の
7 年間に薄切軟骨で鼓室形成を行った癒着性中耳炎例 8 耳（薄切軟骨群）を対照とした。
3. 方法

island flap 群では脆弱な鼓膜は鼓膜輪のみ残してすべて取り除いた。薄切しない耳珠軟骨で
island flap を作製し鼓膜形成に用いた。術後に穿刺やチュービングが可能な軟骨のない部位を形
成しておいた。予めチューブを挿入した例は 2 耳であった。

一方薄切軟骨群は軟骨カッターで厚さ 0.5mm に薄切し , 鼓膜輪の上に overlay し、その上に側
頭筋膜を敷いた。
4. 結果：

island flap 群では年齢 6 ～ 86 歳、男女比 6：1、術後聴力 30dB 以内 57.1%（4/7）、聴力改善
15dB 以上 71.4%（5/7）、気骨導差 15dB 以内 42.9%（3/7）、聴力改善率 100%（7/7）であった。

一方薄切軟骨群では 5 ～ 75 歳、男女比 5：3、術後聴力 30dB 以内 25%（2/8）、聴力改善 15dB
以上 0%（0/8）、気骨導差 15dB 以内 12.5%（1/8）、聴力改善率 25.0%（2/8）であった。薄切軟
骨群で 1 カ月以内に再穿孔したものが 1 例あった。
5. 症例呈示

症例 1 は 60 歳女性で全癒着例。ツチ骨頭にて III 型とし、耳珠軟骨 island flap で鼓膜形成。
78,8dB → 58,8dB に改善。含気腔も確認できた。

症例 2 は 40 歳男性で部分癒着例。鼓室前方から膠状の粘液が吸引された。I 型として予め
Butterfly 型チューブを挿入した耳珠軟骨 island flap で鼓膜形成した。40.0dB →　25.0dB に改善
した。
6. まとめ

我々は第 26 回耳科学会総会で、薄切しない耳珠軟骨 island flap は high risk perforation に有
効であることを発表した。今回、癒着性中耳炎にも有効であることを明らかにした。今後症例を
増やして検討したい。
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小児癒着性中耳炎の臨床的検討　 
―中耳真珠腫症進展への危険因子について―

飯野ゆき子、高橋　英里、井田沙絵子、菊地さおり
東京北医療センター　耳鼻咽喉科 / 難聴・中耳手術センター

［はじめに］小児における癒着性中耳炎は反復性中耳炎あるいは長期にわたる滲出性中耳炎の結
果、鼓膜アテレクターシスが進行し生じるが、中耳真珠腫症に進行しうる可能性もある。小児の
場合は耳管機能の点からも、いつ鼓室形成術に踏み切るのか判断に迷うことも多い。今回、癒着
性中耳炎の診断で鼓室形成術を施行した小児症例ですでに真珠腫を形成していた症例も含め、こ
れらの症例の臨床像を調べ、真珠腫に進展しうる危険因子を検討した。［対象と方法］2015 年 4
月から 2018 年 3 月までの間、当科において癒着性中耳炎の診断で経過を観察し、鼓室形成術を
施行した小児症例は 9 例 10 耳（6 歳–16 歳、男児 7 例、女児 2 例）であった。そのうち 4 耳は
鼓室形成術施行時、あるいはその直前に中耳真珠腫症と診断された。これら 10 耳について、中
耳炎の既往や治療、合併症、聴力、側頭骨の発育と含期の状態、癒着の部位と程度、中耳貯留液
の存在等を調べた。［症例］真珠腫に進展していた代表例 2 症例を以下に提示する。症例 1：　7
歳男児。滲出性中耳炎の診断で 2 歳 8 ヶ月時に両側鼓膜換気チューブ留置を受けた。1 年前に再
度右鼓膜換気チューブ留置を受けた際、鼓膜の癒著が確認された。1 年ほど経過を観察し鼓膜所
見の改善がみられないため 7 歳時に右鼓室形成術を施行した。左耳は正常。手術時、鼓膜は耳管
鼓室口をのぞき全癒着し、上皮は下鼓室、鼓室洞に深く侵入していた。また緊張部後上部から上
鼓室まで debris を伴った真珠腫が存在した。耳小骨連鎖は保たれていたが、キヌタ骨、ツチ骨
の裏面に入り込んでいたため、キヌタ骨とツチ骨頭を除去し、真珠腫を除去した。外耳道再建型
鼓室形成術 WO 型で術を終えた。1 年後に 2 次手術を施行した。中耳腔には貯留液を認めたが真
珠腫の遺残はなく、IIIi-M として連鎖の再建を行い、鼓膜換気チューブを挿入し術を終えた。症
例 2：　9 歳男児。3 歳頃に急性中耳炎を繰り返し、その後滲出性中耳炎に移行、5 歳時まで 3 度
両側鼓膜換気チューブ留置を受けた。他院にて右耳の癒着性変化があるため、3 年後くらいに手
術が必要と指摘されていた。右鼓膜は高度に陥凹し、未だ貯留液を認めた。左耳はチューブ留置
中。初診から 7 ヶ月後に右鼓室形成術を施行した。鼓膜はほぼ全癒着、耳管上陥凹、正円窓から
鼓室洞にかけて、またキヌタ骨の裏面から上鼓室に真珠腫を形成していた。耳小骨連鎖は保たれ
ていたため、連鎖を保存して真珠腫を摘出し、外耳道再建型鼓室形成術 1 型で術を終えた。［結果］
10 耳とも幼小児期の反復性中耳炎と長期にわたる滲出性中耳炎の既往があった。チューブ留置
の既往は 5 例で、ほとんどの症例は聴力低下も軽度であった。合併症ではアレルギー性鼻炎が 5
例にみられたが、鼻副鼻腔炎はなかった。いずれの症例も側頭骨の発育は不良であった。真珠腫
の合併をみた 4 耳では極度に発育が不良であり MC 分類でいずれも MC0、また手術時に中耳貯
留液を認めた。癒着のみの 6 耳では含気がみられた。さらに全癒着に近いほど真珠腫を伴ってい
る傾向が認められた。術後平均気導聴力は真珠腫を伴っていない場合はいずれの症例も 20dB 以
内と良好であった。［考察］癒着性中耳炎の診断で経過を観察し、鼓室形成術を施行した 10 耳中、
すでに真珠腫を形成していた小児症例 4 例 4 耳を経験した。これらの症例は比較的短期間で真珠
腫に進行したと考えられた症例である。真珠腫の形成の見られなかった 6 耳と比較し、その危険
因子として、中耳貯留液が存在すること、側頭骨の発育が極めて不良であること、癒着部位が広
範囲であることが考えられた。小児の癒着性中耳炎は急激に真珠腫に移行する可能性があるため、
これらの危険因子を有する場合は注意深い経過観察と早期の手術を計画する必要がある。
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癒着性中耳炎の鼓室形成術についての追加検討

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

【はじめに】　癒着性中耳炎に対する鼓室形成術については術後に鼓膜の再陥凹や再癒着をきたす
こともあり、聴力改善の成績は劣るとされ、気・骨導差が大きな症例であっても鼓室形成術をす
すめるべきか判断に迷うことがある。前回の耳科学会（2017 年　横浜）で癒着性中耳炎に対す
る鼓室形成術後 5 年以上経過観察した 20 症例について検討し発表した。聴力改善の成功率は
70％（20 例中 14 例）であった。この長期成績は癒着の程度や術前 CT による鼓室内の含気度、
乳突蜂巣の発育の程度とは無関係であった。結局、鼓室内の病的粘膜の処理、アブミ骨周囲の清
掃、再陥凹防止の軟骨の使い方などの手術手技が術後成績に影響しているのではないかと考えら
れ、今回、改めて手術症例のビデオを手術操作の点から見直し、検討した。【対象と方法】　2002
年 1 月～ 2012 年 4 月までの約 10 年間に術前鼓膜所見および手術記録から癒着性中耳炎と診断し
た症例で、鼓室形成術後 1 年以上経過観察できた症例 57 例（59 耳）を対象とした。年齢、性別、
手術目的、手術時病名、癒着部位・程度、術式、乳突削開の有無、術中所見、術後聴力評価、経
過につき検討した。なお、術後聴力成績は日本耳科学会基準の聴力成績判定基準（2010）に準じ
て行った。【結果】　年齢は 6 歳～ 77 歳（平均 48.0 歳）、男性 23 例 25 耳、女性 34 例 34 耳であっ
た。経過観察期間は 12 か月～ 180 か月であった。手術目的は聴力改善 28 例（23/28 例（82%）
成功）、真珠腫 12 例（9/12 例（75%）成功）、耳漏停止 21 例（うち、難聴合併あるものは 10 例）
などであった。術後診断として真珠腫合併例が 28 例、慢性中耳炎 10 例、鼓室硬化症 3 例、コレ
ステリン肉芽腫 4 例、中耳奇形の合併が 1 例みられた。鼓膜癒着の程度は全癒着症例 12 例、部
分癒着症例 47 例であった。鼓室形成術式の内訳は I 型 11 例、II 型 2 例、III 型 36 例、IV 型 10
例であり、乳突削開を施行した症例は 39 例であった。手術所見としては、後鼓室に癒着した上
皮の挙上やアブミ骨底板周囲清掃のために後下壁は十分に削開している。鼓膜の再陥凹予防と外
耳道欠損部の補強を兼ねて耳介軟骨を用いて再建している例が 39 症例と多くみられた。術後 1
年での聴力改善成績では、気骨導差 15dB 以内のもの 25 例、気導聴力改善 15dB 以上が 22 例、
術後聴力レベル 30dB 以内のものが 20 例であり、いずれかに該当する症例は 42/59 例（71.2%）
であった。術前後の聴力不変例が 16 例、15dB 以上の聴力悪化がみられたものが 1 例あった。術
後 1 年の経過中に真珠腫再発や再手術をきたした症例はみられなかったが、浸出液貯留に対して
チューブ留置を施行した症例は 5 例みられた。【考察】　今回の検討では術後の聴力成績は、全癒
着例で 6/12 例（50%）、部分癒着例で 36/47 例（76.6%）と部分癒着の症例で聴力成績が良好であっ
た。耳管機能と聴力成績の関連が示唆されるが、術前の CT 所見を確認できた 43 症例のうち、
乳突蜂巣発育が MC0 ないし 1 と不良であるものが 31 例でみられたが、それらの術後成績は
21/31 例（67.7%）と良好であり、前回の検討と同様に聴力成功率は蜂巣発育の状況にはよらなかっ
た。癒着性中耳炎は真珠腫を合併したり、持続する慢性炎症の結果としてのコレステリン肉芽腫
を伴ったり、複雑な病態を示すが、手術手技として特に鼓膜緊張部後方の陥凹上皮の挙上、アブ
ミ骨周囲の炎症性肉芽の清掃などが肝要であり、そのためには外耳道後壁を削開して顔面神経陥
凹から錐体隆起などを明視下におく必要がある。結果として生じる後壁の欠損には軟骨板を 2 枚
折りにして再陥凹を来さないように置く。癒着性中耳炎は一定の手術手技があれば成績は良好で
あり、鼓室形成術のよい適応と思われる。
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癒着性中耳炎に対する内視鏡下耳科手術の治療成績

松井　祐興、伊藤　　吏、窪田　俊憲、古川　孝俊、阿部　靖弘、鈴木　祐輔、 
後藤　崇成、欠畑　誠治

山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】癒着性中耳炎は、術後に再癒着が起こる頻度が多く、聴力改善率も他の病態に比べ
て低いと報告されている。さらに、放置すると緊張部型真珠腫に移行する病態とも考えられてお
り、我々は経外耳道的内視鏡下耳科手術（Transcanal Endoscopic Ear Surgery: TEES）で積極
的に手術を行っている。今回、癒着性中耳炎において当科における TEES 施行後の聴力改善の
有無、鼓室の含気改善等につき検討した。【対象と方法】対象：2011 年 10 月から 2017 年 4 月ま
でに山形大学において TEES で手術を行った癒着性中耳炎新鮮例：16 耳、男：女 9：6、年齢：
5-71.5 歳（平均：45.7 歳、中央値：55.3 歳）、経過観察期間：平均 1061 日、中央値 958 日手術方法：
鼓膜緊張部の癒着程度を緊張部の陥凹の分類である Sade 分類で評価し、Sade II 以上を鼓室形
成術の適応としている。経外耳道的に内視鏡を用いて Tympanomeatal flap を挙上し、鼓膜を全
層で挙上し、中鼓室を観察する。可及的に鼓室粘膜を温存しながら癒着部分を剥離し、菲薄化し
た鼓膜を薄切軟骨鼓膜ないしは軟骨膜等で補強する。今回は、Sade I では鼓膜チューブ留置を
主に行ったため、Sade I は検討項目に含めず、Sade II-V を検討項目とした。検討項目：（1）手
術目的　（2）術前の鼓膜癒着の程度・部位　（3）鼓室形成の術式　（4）術後聴力評価　（5）手術
前後の中鼓室含気　（6）手術前後の鼓膜と岬角との癒着なお、術後聴力成績は日本耳科学会基準
の聴力成績判定基準（2010）に準じて行った。また、鼓室の含気改善については術後半年以上、
聴力評価や鼓膜と岬角の癒着の程度については術後 1 年以上の経過観察を行った症例で検討し
た。【結果】主訴として反復性耳漏が 9 耳、難聴が 8 耳（重複を含む）であり、手術目的として
耳漏停止および聴力改善が多かった。鼓膜癒着の程度は Sade 分類で、Sade II が 4 耳、Sade III
が 4 耳、Sade IV が 5 耳、Sade V が 3 耳であった。鼓室形成術式の内訳は I 型 12 耳、III 型 2 耳、
IV 型 2 耳であった。いずれも一期的に手術を行い、段階手術は行わなかった。乳突削開術を行っ
た症例はなかった。術後 1 年での聴力成績では、気骨導差 15dB 以内のもの 13 耳、気導聴力改
善 15dB 以上が 2 耳、術後聴力レベル 30dB 以内のものが 9 耳であり、いずれかに該当するのは
13/16 耳（81.3%）であった。手術前後の CT による中鼓室の含気評価では、術前に中鼓室に一
部でも含気を認めたのは 10 耳、認めなかったのは 6 耳であった。術後半年以降の評価で、中鼓
室に一部でも含気を認めたのは 10 耳、認めなかったのは 3 耳、CT 未施行は 3 耳であった。手
術前後の鼓膜と岬角との癒着評価では、術前に鼓膜と岬角と癒着を認めたのは 11 耳、認めなかっ
たのは 5 耳であった。術後 1 年以降経過観察した症例において、鼓膜と岬角と癒着を認めたのは
7 耳、認めなかったのは 9 耳であった。術後 1 年以上経過観察した症例において、一度でも耳漏
を認めたのは 3 耳であり、耳漏を認めなかったのは 13 耳であった。主訴が反復性耳漏であった
9 耳において、耳漏を認めたのは 2 耳であり、7 耳が耳漏を認めなかった。【考察】癒着性中耳炎
は、耳漏や難聴など明確な症状を示すようになるまで手術の対象としないとする考えがある一方、
聴力が正常範囲でも病変の進行や緊張部型真珠腫への移行を防止するという意味で、積極的に手
術を行う意義があるという考えもある。今回の検討で、少なくとも反復性の耳漏をきたす癒着性
中耳炎において、手術を行うことで反復性耳漏停止効果があると考えた。今後、癒着性中耳炎と
の関連する臨床因子についてさらなる検討を行っていきたい。
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癒着性中耳炎と耳管機能（特に隠蔽性耳管開放との合併について）

梅田　裕生 1、細田　泰男 1、達富　真司 1、藤田　京子 1、宮澤　　徹 1,2、 
馬場　　奨 1、岩野　　正 3

1 細田耳鼻科 EAR CLINIC、2 金沢医科大学医学部耳鼻咽喉科、3 岩野耳鼻咽喉科サージセンター

我々は、癒着性中耳炎に対して手術ではアブミ骨周囲に孔を設けた耳管から鼓室、乳突洞口に
達するシリコンシートを使用して耳管周囲などに残存する粘膜を鼓室全体やさらに上鼓室 ~ 乳
突洞側に誘導する耳管粘膜誘導法を以前より行っている（細田ら 1992 年）。しかし、それだけで
は経時的に鼓膜が再陥凹していく症例なども存在する。鼓室形成術の術後成績を上げるには、手
技中心の議論だけでなく、術後の良好な形態維持を意識した術前後のマネージメントも重要とい
える。特に癒着性中耳炎では再癒着等が生じやすいことは周知のとおりだが、現状は軟骨による
鼓膜再建や、粘膜温存再生など中耳単独の構造改善に努める方策を中心に議論されている。かね
てから耳管機能障害との関連は唱えられているが、癒着鼓膜所見から、耳管の閉塞や狭窄と関連
付けられたものという先入観が術者の潜在観念としてあるのではないかと考える。勿論、開放耳
管の症例が含まれていることも成書には書かれており、存在することは異論のないところと考え
るが、術前に正確な耳管機能評価が行い難いことが問題である。これは、耳管機能の評価自体に、
癒着病変の問題だけでなく、検査のアーチファクトや不確実性、検査者の技量や、患者自体の能
力や認識に関わる様々な障壁があるからと考える。そこで我々は、最近電子ファイバースコープ
を利用した visibleTTAG という方法で Earpopper(R) という補助装置を組み合わせることで耳管
の疎通性を確認し、術前後管理に活かしている。この検査は簡便で、患者への侵襲がないだけで
なく、患者自体の病識をも高める効果があると考える。これを通してわかったことは、癒着性中
耳炎にはかなりの隠蔽性耳管開放症が潜んでいることである。隠蔽性耳管開放症例では、術前に
介入せずに手術に臨むと術後に開放症の症状が顕在化し、無意識に無自覚に鼻すすりをすること
が生じかねず再癒着など癒着性中耳炎の成績悪化を招く一因となると考えられる。今回その点に
焦点をあて、癒着性中耳炎の耳管機能に関わる治療について方法を含めて紹介し報告する。
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癒着性中耳炎の手術－術前含気度による聴力改善予測－

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

【はじめに】
癒着性中耳炎とは鼓膜が器質的に岬角に癒着、耳管通気で浮上しない状態で、伝音難聴が軽度

な段階での手術適応・時期には議論が多いところである。耳漏や難聴など明確な症状を示すよう
になるまで手術の対象としないとする考え方がある一方、耳漏がある場合には聴力が正常範囲で
も遅滞なく手術を行うことで病変の進行を防止、長期的な予後を保障する考え方もある。鼓室形
成術の聴力成績は、概ね 50% 前後とする報告が多く、段階手術や軟骨鼓室形成術（Cartilage 
tympanoplasty）によりやや改善するものの、難治性中耳炎に変わりはない。今回は何らかの症
状があり手術を行った自験 23 耳について、術前含気の良し悪しが、病変の程度や治療効果（耳
漏停止、聴力改善）とどのように関連しているかを検討した。

【対象と方法】
対象は当科で初回手術（Cartilage tympanoplasty）を行い、半年以上経過を見ている癒着性

中耳炎 23 耳である。術前 CT 含気が、全く無いか耳管鼓室口に留まるものを含気不良群、中・
上鼓室や乳突洞まで含気するものを含気良好群とした。各群の年齢、病変の程度（鼓膜癒着の範
囲、鼓膜の厚さ、アブミ骨状態）、耳小骨再建法、術後含気度、術後聴力成功率、乾燥治癒率を
検討した。

【結果】
術前含気良好群（中・上鼓室－乳突洞）は 12 耳で、平均年齢は 33.3 歳と若く、全癒着の割合

は半数（50%）に留まった。この群の鼓膜は、比較的薄く器質化は進んでおらず、正常鼓室粘膜
を部分的に残せるため 12 耳中 9 耳で一期的な手術ができた。耳小骨再建法は I 型・50%、III 型（r,c,i
含む）・25%、IV 型（c,i 含む）・17%、without ossiculoplasty・8% で、耳小骨連鎖は比較的保た
れていた。含気は全例で術後も維持され、聴力成功率は 83% を示した。一方、術前含気不良群（な
し－耳管鼓室口）は 11 例で、平均年齢は 58.4 歳と高く、全癒着が 82% を占めた。この群の鼓室
病変は器質化が高度で鼓膜は肥厚しており、手術時、正常粘膜はほとんど残せなかったため 11
耳中 9 耳で二期的な再建を行った。I 型で再建できた例はなく、IIIr 型・9%、IIIc 型・55%、IVc
型・36% と耳小骨の破壊が進んでいた。最終的には、約 73％で中鼓室以上の含気が達成されたが、
聴力成功率は 54% に留まった。乾燥治癒は、全 23 例中 22 例（96%）で達成された。

【考察】
Cartilage tympanoplasty は、含気改善率、乾燥治癒率が高く、癒着性中耳炎の手術法として

優れた方法と考えられる。しかし、聴力成績は、原病の重症度に左右され、この方法の限界を示
している。耳漏の反復が、鼓室病変の重症化に関与していると仮定すると、難聴が比較的軽度で
も耳漏反復例にこの術式を適応する意味は大きい。手術適応や時期を検討する際、若い年齢、含
気良好所見は、鼓室内病変が軽いことを示す良いインジゲーターになり、一期的手術で対応でき
ることが多い。反対に高齢で含気が抑制された耳では、鼓室内病変が高度で、聴力成功率も低かっ
た。このような例では、とにかく手術で耳漏を止めて補聴器を装用するという選択もあるであろ
う。また、複数回手術でいたずらに時間を浪費することなく、人工中耳などの治療を優先して行
うという考え方もありうる。いずれにしても、患者の現状と将来を見据え、最も的確な方法でこ
の疾患に対応することが重要である。
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earable 計測機を用いた咀嚼に伴う外耳道運動の測定の試み

山野　貴史 1、梶井　貴史 2

1 福岡歯科大学　総合医学講座　耳鼻咽喉科学分野、 
2 福岡歯科大学　成長発達歯学講座　矯正歯科学分野

（目的）外耳道と顎関節は近接しており、咀嚼などの顎関節の動きに伴い外耳道は動くが、それ
を定量的に評価した報告はほとんど無い。earable 計測機（eRCC 社、日本）は、光学式距離セ
ンサ（adma tec 社 SG-105）を利用して、センサと鼓膜との相対距離の変化により外耳道の形状
変化を測定する機器である。我々はこの装置を用いて咀嚼に伴う外耳道運動を測定した。（対象
と方法）耳疾患および顎関節疾患のないボランティア 5 名を対象とした。それぞれ左右の耳で測
定を行った。測定方法は、測定耳にイヤホンを装着し、同側で噛むように指示した。測定時間は、
1 秒間に 1 回の頻度で 60 秒間とした。測定回数は、同日には左右それぞれ 1 回のみとし、再現
性の確認のため日を改めて数回施行した。また、咀嚼力については、咀嚼力判定用キシリトール
ガム（ロッテ、日本）を用い、色の変化をスコアすることで定量化した。（結果）多少のデータ
のばらつきはあるものの、全例で咀嚼に伴う外耳道運動を測定し定量的に評価することができた。
また、左右差を認める例もあり、噛みやすい側の外耳道運動が大きくなる傾向を認めた。（考察
とまとめ）earable 計測機は咀嚼に伴う外耳道運動の測定に有用であった。ただし、今回の対象
は 40 歳代未満での検討であり、今後は顎関節症の症例や顎関節運動の低下した高齢者、補綴物（総
義歯、部分床義歯、橋義歯、インプラントなど）の影響についてもさらなる検討を行う必要があ
る。本研究は学校法人福岡学園倫理委員会の承諾を得ている（許可番号：第 372 号）。

図：earable 計測機の概要（eRCC 社から引用許可済）。左；計測機のセンサの仕組み。中；計測機のセンサ（スイッ
チ部）。右；センサ装着のイメージ。センサはポータブルの計測機と有線にてつながっている。
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耳小骨可動性計測による複合固着部位特定法の検討： 
中耳有限要素モデルによる解析

李　　信英 1、神﨑　　晶 2、小池　卓二 1

1 電気通信大学大学院　情報理工学研究科、2 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】鼓膜形成術の術式決定には、固着部位の特定およびその程度の確認が重要である。
しかし、固着の程度の定量的な計測はほとんど行われていないため、明確な判断基準がなく、術
式の決定は医師の経験に依存するところが大きい。複合的な固着の場合は更に判断が困難となる。
そのため、我々の研究グループは術中に定量的に耳小骨の可動性計測が可能な装置の開発を行っ
ている。本報告では、中耳有限要素モデルを用いて、耳小骨固着時の可動性変化を数値解析によ
り求め、耳小骨可動性計測装置による複合的固着の診断方法について検討した。

【方法】Koike ら（J. Acoust. Soc. Am., 2002）のモデルを参考に作成した中耳有限要素モデルを
用いた。モデルの各パラメータは計測値に基づいて決定されており、不明なパラメータは実験結
果（Nakajima ら Hear. Res., 2005）と整合するように決定した。前ツチ骨靭帯（AML）、後キヌ
タ骨靭帯（PIL）、アブミ骨輪状靭帯（SAL）を固着部位とし、単独および複数個所の複合固着
を想定した計算を行った。固着は、各部位の剛性を増加させることで表現し、そのヤング率を正
常値の 10 倍として中程度の固着、100 倍として高度な固着状態とした。耳小骨可動性は、各耳
小骨の一点に与えた力に対する耳小骨変位の比（コンプライアンス）として定量化した。術中に
計測可能な部位としてツチ骨柄、キヌタ骨長脚、アブミ骨底板における可動性を求め、固着によ
るコンプライアンス変化を比較した。

【結果および考察】単独固着時には、正常時に比べ固着させた耳小骨の可動性が低下した。アブ
ミ骨の可動性は SAL の固着に大きく影響され、PIL と AML の固着が複合してもアブミ骨の可
動性にはほぼ変化が見られなかった。一方、下図に示すようにツチ骨とキヌタ骨の可動性は、
AML や PIL が単独で固着した場合に比べ、SAL の固着が複合した場合に大きく低下した。また、
AML の固着の場合、ツチ骨とキヌタ骨の可動性には差が生じにくく、PIL の固着の場合には差
が見られた。このことから、ツチ骨とキヌタ骨の可動性の差に着目することにより、複合固着時
の固着部位の判断が可能であると考えられる。
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改良型レーザ干渉計による内耳蝸牛の感覚上皮帯ナノ振動測定

太田　　岳 1,2、崔　　森悦 2,3、任　　書晃 1,2、日比野　浩 1,2

1 新潟大学大学院　医歯学総合研究科　分子生理学分野、2AMED-CREST　AMED、 
3 新潟大学　工学部　電気電子工学科

蝸牛は、外界から入力した音を処理して中枢に送る器官である。有毛細胞・支持細胞・基底板
からなる感覚上皮帯は、音刺激により振動すると同時に、この動作を電気信号へと変換する。さ
らに蝸牛は、小さな音を効率よく増幅し、一方で大きな音を減弱して受容する性質を持つ。この
聴覚に重要な「非線形性」の成立には、蝸牛内の外有毛細胞の変形による感覚上皮帯の振動の調
節が深く関与する。感覚上皮帯の振動振幅は、時にサブナノレベルにおよぶ。従って、非線形振
動の成立機構の解明には、このような微小な動きを正確に捉える技術が不可欠である。

我々は、最近、広範な周波数の音の入力時において、上皮帯の振幅をサブナノレベルで計測可
能なレーザー干渉計を自作した。ここでは、今までほとんど普及してこなかった光信号の解析法
を活用した。しかし、アルゴリズムを工夫したことで、標本の振動の振幅のみならず、振動中心
のずれ、すなわち「位置ずれ」を同時かつリアルタイムに捉えることができる。本手法を、Dual 
Sinusoidal Phase Modulating （SPM）法と名付けた。位置ずれは市販のレーザードップラー装置
では測定できないパラメータである。感覚上皮帯での計測例はごく少数しかなく、その真偽すら
定かではない。

最初に、感覚上皮帯の動作を模倣可能なピエゾ素子を用いて、Dual SPM 法の性能を評価した。
この素子では、電圧制御によって、振幅と位置ずれを同時に発生させることができる。測定下限
として、0.02nm の振幅、0.7nm の位置ずれが検出された。次に、生きたモルモットの感覚上皮
帯を観測した。正円窓を通して基底回転の上皮帯表面にレーザー光を照射することで、蝸牛に対
し完全非侵襲に計測した。測定部位の至適周波数は 21kHz であった。この周波数においては、
入力音圧に対して非線形に振る舞う振幅の応答も確認された。同時に、80dB 以上の大きな音圧
領域においてのみ、数ナノメートルの上方向への位置ずれが観測された。外有毛細胞の変形の阻
害薬を蝸牛に投与すると、振幅の非線形応答に加えて位置ずれも消失した。これは、死んだ動物
とほぼ同様の実験結果であった。以上より、位置ずれが感覚上皮帯の非線形振動の調節に相関す
る現象であることが示唆された。
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内耳の感覚上皮ナノ振動の 3 次元計測を志向した光干渉顕微鏡の創製

任　　書晃 1、崔　　森悦 2、太田　　岳 1、日比野　浩 1

1 新潟大学　医学部　分子生理学、2 新潟大学　工学部　電気電子工学科

ヒトは 0.2% の音の周波数の違いを認識でき、かつ、100 万倍もの音圧の違いを知覚できる。
これらの特徴は、音刺激によってもたらされる内耳感覚上皮帯のナノスケールの振動に由来する。
感覚上皮帯は、複数の層構造、すなわち、有毛細胞層、支持細胞層、そして基底板から成る。こ
の上皮層の振動は、これまで in vivo で計測されてきたが、それぞれの層の同一平面における振
動振幅の詳細な分布は計測されていない。したがって、聴覚の特徴に対する層内の細胞間の物理
的ネットワークの寄与は、今も十分に明らかになっていない。これらを解析するために、我々は
上皮帯の振動を三次元で撮影することができる光干渉断層撮影顕微鏡を開発した。イメージング
振動計測装置は、確立された医療用技術である光干渉断層撮影装置（OCT）を基礎とする。我々
は、高い解像度の撮像を達成するため、光の周波数スペクトルが広く、かつ、パワーが強いスー
パーコンティニュウム光源を利用した。平面と深部の分解能はそれぞれ 3.6µm と 1.8µm、計測
できる領域は 1mm 四方である。また、ハイスピードカメラを用いた振動計の原理を顕微鏡に導
入した。この改造により、広い領域のナノ振動を 30kHz 程度まで捉えられるようになった。生
きたモルモットを用いた予備実験により、音刺激に呼応して基底板の層内で進行する振動を計測
することができた。この振動は、動物の死後、大きく減弱した。本研究で創出した装置は、感覚
上皮体の真の動作を検出し、聴覚機能の成立の鍵となるメカニズムの抽出に寄与できると期待さ
れる。
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蝸電図を用いた中耳手術術中モニタリング法の開発

神﨑　　晶 1、小池　卓二 2、入江　優花 2、徐　　世傑 3、肥後　武展 4、 
大山　健二 4、林　　正晃 5、池上　　元 5、小川　　郁 1

1 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 電気通信大学、3 有限会社メカノトランスフォーマ、
4 株式会社リーデンス、5 第一医科株式会社

外科的治療の前後における耳小骨の可動性と固着の評価、再建後の耳小骨可動性の確認は、術
中に術者が探針を用いて耳小骨に触れることによって行われている。しかし、定量的判断基準は
なく、評価は術者の経験に依存する。したがって、耳小骨の運動性の定量的評価が求められてい
る。外部音によって引き起こされる耳小骨の振動の直接測定は、1 つの解決策であり得る。しか
しながら、手術中では鼓膜に音圧を加えることは困難であり、レーザーなどの振動測定装置は一
般に高価である。本研究では、耳小骨が良く動き内耳に振動が伝達されていることを術中で評価
するために、耳小骨に振動を与え、蝸牛マイクロホン電位（以下 CM）を測定する測定システム
を開発した。このシステムは、図に示すように、振動プローブ、コントローラ、および増幅器で
構成されている。振動プローブは、耳科手術で通常使用される探針、圧電アクチュエータ、圧電
力センサ、および増幅器から構成されている。探針の終点は力センサに取り付けられ、力センサ
はアクチュエータに結合される。アクチュエータは、20Hz ‐ 4000Hz で探針を振動させる能力
を有している。プローブは、ピエゾドライバと AD / DA 変換器が設置されたコンピュータ駆動
の制御ユニットに接続される。探針の先端を手で耳小骨の 1 つに接触させ、耳小骨に振動を加え
る。振動力は、力センサによって監視される。CM の振幅は、蝸牛窓に置かれた電極によって測
定される。本法の臨床応用の前段階として、モルモットの中耳を用いて測定した。CM 振幅は、
探針の振幅が増加するにつれて増加し、両者の間に直線関係が観察された。CM 振幅は耳小骨に
加えた周波数および探針の先端が接触した場所によって変化した。これらの結果は、振動点と蝸
牛との間の周波数別の伝達における応答が手術中に得られ、術中に評価されうることを示唆して
いる。局所伝達の評価は、耳小骨の固着部を検出し、手術中に聴力が改善していることを確認で
きるようになることで、術後の聴力改善を予測し、再手術のリスクを軽減させることができる。
本研究は、平成 28 年度埼玉先端産業創造プロジェクト（医療イノベーション）と平成 29 年度戦
略的基盤技術高度化支援事業研究費によって行われた。
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内耳蝸牛を標的にした針状ダイヤモンドセンサによる 
薬物動態の in vivo リアルタイム測定

緒方　元気 1、栄長　泰明 2、日比野　浩 1

1 新潟大学大学院医歯総合研究科　分子生理学分野、2 慶應義塾大学　理工学部　化学科

生体に投与した薬物が、各々の臓器の微小領域、すなわち “ 局所 ” へ如何に分布しどのような
濃度変化を示すかを経時的に観測することは、薬効や毒性の仕組みを理解する上で不可欠である。
現在、薬物濃度動態の把握には、体液や臓器を採取し、それらの標本を体外の分析器にかける方
法が主流である。しかし、この従来法では、「生体内」の “ 局所 ” における薬物動態を、リアル
タイムで追尾することは困難である。また、薬物の浸透によって変化する生体信号の計測系との
組み合わせも難しい。以上を踏まえ、我々は、最近、内耳蝸牛を標的とした薬物モニターシステ
ムを創出した。この系は、薬物濃度を測定する針状ダイヤモンドセンサと、チャネルやトランス
ポータの働きに立脚する生体電位の捉える微小ガラス電極を搭載する。初めに、テスト薬物とし
てブメタニドを使用した。この利尿薬は、内耳蝸牛の内リンパ液電位を低下させ、難聴を惹起す
る。ダイヤモンドセンサを鼓室階の外リンパ腔へ、微小ガラス電極を内リンパ腔へ挿入した。薬
物濃度は 5 秒に一度の頻度で測定した。ブメタニド（30mg/kg）を静注したところ、迅速なブ
メタニドの濃度上昇と、それに少し遅延した内リンパ電位の降下が観察された。最大濃度は、投
与後約 1.5 分後で 5.3µM に達した。同様に、別の個体へ抗がん剤ドキソルビシン（5mg/kg）を
静注すると、薬物濃度は急激に上昇し、約 3 分後には 1.2nM の最大濃度となった。同時に微小
ガラス電極を介して観測された内リンパ液電位は、薬物によりほとんど影響されなかった。この
結果は、内耳障害を起こさないドキソルビシンの性質に合致していた。次に、構築した薬物モニ
ターシステムの汎用性を検討するため、二本のセンサを脳に配置し、抗てんかん薬ラモトリギン

（10mg/kg）をラットに静注した。薬物濃度は緩徐に上昇し、投与約 15 分後に 4.7µM の最大濃
度に達した。神経活動を示す電場電位は、薬物濃度の上昇開始とともに強く抑制された。本研究
で創出した局所生体計測基盤は、内耳蝸牛のみならず様々な臓器や多彩な薬物に適用可能であり、
次世代の創薬や治療法の展開に大きく貢献すると期待される。
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中耳真珠腫間質における YAP シグナルの解析

穐山直太郎 1,2、福田　智美 2、高橋　昌寛 2、吉川　　衛 1、小島　博己 2

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

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

組織発生から再生、癌などの疾患に至るまで、様々な生命現象に関与すると考えられている
（Walker D et al., 2010）。転写共役因子である Yes-associated protein（YAP）はメカノセンサー
として機能し、核内移行することで細胞増殖を誘導することが示唆されている（Park HW et al., 
2015）。ラット中耳陰圧モデルを用いた先行研究ではオルタナティブ Wnt パスウェイシグナル

（Park HW et al., 2015）による YAP 核内移行が鼓膜上皮肥厚を誘導する可能性が示唆され、ヒ
ト弛緩部型真珠腫組織において YAP の核内移行が上皮細胞に認められた（Akiyama et al., 
2017）。しかしながら、ヒト弛緩部型真珠腫組織では YAP の核内移行が間質細胞においても顕
著であり、間質細胞での YAP 核内移行はオルタナティブ Wnt パスウェイシグナル以外の制御
を受ける可能性が示唆された。皮膚の創傷治癒モデルでは上皮細胞の増殖に先行して間質細胞に
おける YAP 核内移行が亢進するという報告があり（Lee MJ et al., 2013）、間質における YAP
シグナルが真珠腫形成に重要な分子シグナルを誘導している可能性が考えられる。そこで、今回
われわれは真珠腫間質細胞における YAP シグナルの上流因子として細胞外基質 - 細胞間シグナ
ルを形成するアダプタータンパクであるインテグリンリンクドキナーゼ ILK（Volckaert T et 
al., 2017）に着目し、YAP および ILK の発現について免疫組織学的に解析を行ったので報告する。

【対象・方法】
真珠腫性中耳炎で手術に至った 43 例、45 耳を対象とした。内訳は弛緩部型真珠腫 20 例、20

耳（平均年齢 43 歳、男女比 13：7）、緊張部型真珠腫 5 例、5 耳（平均年齢 45 歳、男女比 4：1）、
先天性真珠腫18例、20耳（平均年齢6歳、男女比7：2）であった。摘出標本を4% PFA/PBS（pH=7.4）
で固定した後、パラフィンに包埋し、5µm の連続切片を作成し解析に用いた。形態学的解析を
H&E 染色により行い、免疫組織学的解析には一次抗体として抗 ILK 抗体、抗 YAP 抗体を用いた。
二次抗体に Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG および Alexa Fluor 546 goat anti-rabbit IgG
を用い、対比染色に 4',6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride を用いた。

【結果・考察】
正常皮膚の間質における ILK の発現は弱く、ILK 陽性細胞と YAP 核内移行との相関傾向は明

らかでなかった。真珠腫組織の間質細胞では ILK の発現が亢進しており、YAP の核内移行陽性
細胞では ILK の発現が亢進していた。真珠腫組織の間質では ILK の発現亢進が間質細胞におけ
る YAP の核内移行にかかわっている可能性が示唆され、間質細胞の YAP 核内移行が真珠腫形
成にかかわっている可能性が考えられた。

【謝辞】
本研究は JSPS 科研費 JP16K11186、JP18K16908 の助成を受け行った。
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KGF 過剰発現誘導性中耳真珠腫モデルにおける 
表皮前駆細胞増殖誘導機構の解析

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

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

厚い皮下組織を特徴とする。角化細胞増殖因子（KGF）は本来角化上皮の増殖を促し創傷治癒
を促進する因子である。ヒト真珠腫組織では繰り返す炎症と共に肉芽が発現し、様々なサイトカ
インと共に KGF が常に強発現しており（Kojima H et al. Acta Otolaryngol 1994, Yamamoto-
fukuda T et al. Lab Invest. 2003）、鼓膜陥凹から真珠腫への進展および増殖を引き起こす重要な
トリガーの一つとなっていると考えられ、vivo モデルで中耳真珠腫形成への KGF 作用の重要性
をしめしてきた（Yamamoto-fukuda T et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015, Yamamoto-
fukuda T et al. Acta Oto Laryngol. 2014）。今回、ヒト中耳真珠腫組織および動物モデルを用いて、
KGF による表皮前駆細胞増殖誘導機構について解析した。

【方法】
ヒト症例は東京慈恵会医科大学附属病院耳鼻咽喉科で手術を施行された真珠腫性中耳炎患者

29 例（男 21 例、女 8 例）。すべての標本は手術時に採取され、各組織は 10％緩衝ホルマリン液
で固定の後、パラフィン包埋し連続切片を作成し、p63（表皮基底細胞マーカー）、リン酸化 p63

（pp63）（前駆細胞マーカー）発現について免疫組織化学法で検討した。動物実験では、これま
で耳科学会で発表してきた KGF ベクターでの誘導による実験的中耳真珠腫作製法を用いた

（Yamamoto-fukuda T et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015）。ICR マウスを麻酔の後、エレク
トロポレーションにより外耳道細胞内に KGF ベクターもしくは空ベクターを導入後、1、4、7
日後に屠殺し、組織採取、4%PFA/PBS（pH 7.4）で固定後、パラフィン包埋し、連続切片を作
製した。免疫組織化学法で抗 p63 抗体（表皮基底細胞マーカー）、抗サイトケラチン（K）10 抗
体（角化上皮細胞マーカー）、抗 K14 抗体（未分化上皮細胞マーカー）を用い検討した。前駆細
胞マーカーである pp63 蛋白検出は Phos-tag と抗 p63 抗体の二重染色後、超解像度顕微鏡で解
析した。更に KGF 発現ベクター導入前の DNA 合成期細胞標識を BrdU で導入後標識を EdU で
行い、幹細胞（BrdU+）もしくは前駆細胞（BrdU+EdU+）数変化を解析した。同実験系におい
て KGFR 阻害薬を投与し、前駆細胞数を解析した。

【結果】
結果、ヒト真珠腫組織において皮膚と比較し p63 陽性細胞率および pp63 陽性細胞率の有意な

上昇を認めた。動物モデルでは KGF 発現ベクター導入 4 日後に pp63 が肥厚表皮の細胞に認め
られ、同時に K14 が陽性となった。また DNA 合成期細胞標識法での検討結果、KGF 発現ベクター
導入 4 日後に BrdU+EdU+ 細胞が K14 陽性上皮層に多数検出され前駆細胞が増加することが示
された。KGFR 阻害薬を投与にて前駆細胞増加が阻害された。

【まとめ】
KGF は p63 の発現を促進するとされており（Candi E et al. Cell Cycle 2007）また、p63 のリ

ン酸化は正常分化へのスイッティングを示すとされている（Huang Y et al. Cell Cycle 2012）。
今回の結果から KGFR-KGF シグナルは表皮細胞に働き p63 シグナルを介して表皮前駆細胞の増
殖を促すことで中耳真珠腫増殖メカニズムの一端を担っていると考えられた。

【参考文献】
Yamamoto-Fukuda T et al.: J Assoc Res Otolaryngol. 2018.

【謝辞】
本研究の一部は JSPS 科研費 JP16K11186、JP25462647、JP26462608 の助成を受け行った。
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中耳粘膜再生医療の普及に向けた 
培養鼻粘膜上皮細胞シートの輸送条件の検討

森野常太郎 1,2、葛西　善行 1、山本　和央 1、谷口雄一郎 3、小島　博己 1

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

【目的】
真珠腫性中耳炎や癒着性中耳炎の手術治療で、術中に中耳腔および乳突腔の粘膜を保持するこ

とが困難な症例では、高率に真珠腫の再形成や鼓膜の再癒着を来たす。近年、術後の骨面に自己
の鼻粘膜上皮細胞シートを移植して中耳粘膜を再生させることでこれまで限界とされてきた手術
成績の向上が期待できるようになってきた。細胞シート治療の普及に向け、多施設での細胞治療
を展開するために、細胞加工製品である細胞シートを安全かつ安定した状態で輸送する技術の確
立は不可欠である。ヒト由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針にお
いても、細胞や組織加工医薬品の安定性に関する項目があり、製品化した細胞・組織加工医薬品
等又は重要なそれらの中間製品について、保存・流通期間及び保存形態を十分考慮して、細胞の
生存率及び力価等に基づく適切な安定性試験を実施しなければならないとある。そこで、当院が
保有する、再生医療に用いる細胞加工物を製造することが可能である細胞培養加工施設、すなわ
ち CPC（Cell Processing Center）において培養鼻粘膜上皮細胞シートを作製し、組織や製造し
た細胞シートの輸送条件を検討した。

【方法】
本検討は、ヒト組織を用いるため倫理委員会の承認を得て実施した。ヒト鼻腔粘膜の検体は、

当院で内視鏡下鼻内手術を実施する患者の破棄する鼻粘膜を使用した。また、細胞培養には、細
胞増殖因子を豊富に含んだ血清を添加した培養液を用いる必要があるため、同意が得られた患者
から全血を約 70ml 採取した。採取した鼻粘膜は、イソジンで消毒後、ペニシリン、ストレプト
マイシン、アンホテリシン B 含有の基礎培地 DMEM 内に入れ、4 度で輸送した。全血は発泡ス
チロール製の箱に入れ室温で輸送した。5 時間以上輸送後、当院の CPC で細胞培養を開始した。
全血は遠心分離を行い血清のみ抽出し、鼻粘膜上皮細胞を培養するための細胞培養液を作製した。
エクスプラント培養で初代培養を約 2 週間行い、トリプシン処理で細胞を単離し継代培養を実施
した。それ以降は、酵素処理を経ず温度の変化のみで細胞をシート状に回収することができる温
度応答性培養皿上で約 10 日間培養し、ヒト鼻粘膜上皮細胞シートが作製可能か検討した。作製
した細胞シートの品質検査として、位相差顕微鏡による性状確認、細胞シートの剥離試験、総生
細胞数、細胞生存率、パンサイトケラチン測定による上皮細胞含有率を検討した。また、出荷判
定前日までの培養期間中の感染症検査を実施した。作製した細胞シートは、温度を 37 度に維持
可能な輸送容器を用いて 5 時間以上輸送後、輸送前に確認した品質検査を同様に実施した。更に、
輸送した細胞シートを用いて、3D プリンタを用いて作製した側頭骨手術モデルに移植可能かど
うか検討した。

【結果】
鼻粘膜組織を 5 時間以上輸送したが、輸送液に汚染菌等による黄変を伴う濁りなどは認められ

なかった。輸送した全血から培養液に添加する血清を抽出することは可能であった。輸送した鼻
粘膜に関して、初代培養、継代培養共に培養可能であった。出荷判定前日までの培養期間中の感
染症検査はすべて陰性であった。輸送前に作製した細胞シートは、位相差顕微鏡で上皮細胞の特
徴である敷石状の細胞であり、剥離試験でシート状に回収できた。細胞シートの細胞数、細胞生
存率、細胞純度はいずれも規格値として設定した基準をクリアした。作製した細胞シートを、輸
送容器を用いて 5 時間以上輸送しても、細胞シートは剥脱しなかった。輸送後の同一患者由来の
細胞シートにおいても、輸送前と同様、品質検査の規格値をクリアしていた。輸送した細胞シー
トを用いて、側頭骨手術モデルに移植可能であった。

【結論】
ヒト鼻粘膜上皮細胞シートを作製するために必要な輸送条件を検討し、移植に供する細胞シー

トを作製できた。現在実施中の多施設共同研究によるヒト臨床研究を実施し、細胞加工製品であ
る鼻粘膜上皮細胞シートを安全かつ安定した状態で輸送する技術を確立する。本研究の成果は、
細胞治療における臨床応用のモデルケースとして、多くの患者に安全かつ有効な治療として提供
できるよう推進していきたい。
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培養上皮細胞シート移植による中耳粘膜再生治療  
～細胞シート治療の普及に向けた輸送システムの検討～

谷口雄一郎 1、山本　和央 2、森野常太郎 2,3、葛西　善行 2、稲垣　太朗 1,3、 
小島　博己 2、肥塚　　泉 1

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

【はじめに】　真珠腫性中耳炎術後に露出した骨面上に早期に粘膜が再生されれば、術後真珠腫再
形成や鼓膜の癒着が予防可能と考え、中耳粘膜再生の研究を行ってきた。温度応答性培養皿を用
いて作製した自己の鼻腔粘膜上皮細胞シートを中耳の粘膜欠損部へ移植し術後の中耳粘膜を再生
させる治療法を開発し、東京慈恵会医科大学においてヒト臨床研究を開始している。今後は、こ
の細胞治療をさらに普及させ、多施設での展開を可能にしていきたいと考えている。本治療法に
おいて使用する細胞シートは、再生医療等安全性確保法に準拠している細胞培養センター（CPC: 
Cell Processing Center）で作製されたものでなければならない。この CPC は、空調、温度、機
器等が高度に管理された細胞培養施設であり徹底した運営管理が要求されるため、CPC を持つ
施設はいまだ数が限られている。そこで CPC を持たない施設においても本治療が可能となるよ
う、CPC において作製した細胞シートを他施設へ輸送し、移植を行うことを考えた。前臨床試
験として細胞シートに適した輸送条件を確認したうえで、CPC で作製した患者由来鼻粘膜細胞
シートを遠隔地に輸送したのちに患者へ移植を行なうヒト臨床研究を開始し、その安全性と有効
性の検証を行った。【対象および方法】　患者由来自己鼻腔粘膜上皮細胞シート作製の準備として、
細胞シート移植予定の真珠腫性中耳炎の患者に対して、手術日の約 3 週間前に鼻腔粘膜組織およ
び全血の採取を行った。組織採取は当院外来で内視鏡下に下鼻甲介より約 5mm 角の鼻腔粘膜を
採取した。採取した鼻腔粘膜を培養液に入れ、4℃で輸送した。全血は 24℃で東京慈恵会医科大
学の CPC へ輸送し、遠心分離し血清のみ抽出した。作製したヒト自己血清を用いて、初代培養
として約 2 週間エクスプラント培養を行い、温度変化のみで細胞をシート状に回収することが可
能な温度応答性培養皿に細胞を播種した。継代培養を約 10 日間行い、自己鼻腔粘膜上皮細胞シー
トを作製した。移植前日、作製した細胞シートの品質検査として、性状確認、剥離試験、総細胞
数、細胞生存率、上皮細胞含有率を評価した。輸送の際は細胞シートが剥脱しないよう 37℃を
保持し、一次容器、二次容器、三次容器で厳重に梱包して培養液の漏出を防止した。東京慈恵会
医科大学の CPC から当院まで細胞シートを輸送し、手術内で細胞シートを剥離回収し、移植手
術を施行した。弛緩部型真珠腫に対して外耳道後壁保存型鼓室形成術を施行し、上鼓室や乳突腔
の中耳粘膜が欠損し露出した骨面や、鼓膜の癒着を防止する目的でアブミ骨周囲や軟骨による形
成鼓膜の裏面に細胞シートの移植を施行した。【結果】　弛緩部型中耳真珠腫 2 例に対して、輸送
した自己鼻腔粘膜上皮細胞シート移植を併用した外耳道後壁保存型鼓室形成術を施行した。輸送
した組織から作製した鼻腔粘膜上皮細胞シートは細胞数、細胞生存率、上皮細胞純度等に影響な
く移植基準を満たしていた。作製した細胞シートを当院手術室まで 3 時間以上輸送しても剥脱は
なく、通常どおりに回収可能であった。細胞シートは、狭い上鼓室の骨面やアブミ骨周囲に対し
てシリコンプレートを用いることで確実に移植することができた。移植後の CT 検査では、細胞
シートの移植した部位に一致するように上鼓室から乳突腔へかけての含気化が確認された。現在
までのところ、両症例において鼓膜の再陥凹や再癒着はなく、真珠腫の再発も認めていない。ま
た細胞シート移植による有害事象や合併症も認めていない。【考察】　自己鼻腔粘膜細胞シートの
適切な輸送方法が確立される事で、遠隔地を含めた多施設での再生医療を提供することが可能と
なる。今後、本臨床研究を継続し、この新規治療の安全性と有効性を検証し、中耳手術において
細胞シート輸送を含めた新たな治療手段として確立していきたい。
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マウス内リンパ嚢上皮におけるアクアポリン mRNA の発現

本田　圭司 1,2、堤　　　剛 2

1 総合病院土浦協同病院　耳鼻咽喉科、2 東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
内リンパ嚢は内リンパの吸収や圧調整に重要な役割を担っており、内リンパ水腫の形成にも密

接に関連すると考えられてきた。特に、腎臓と同様のアクアポリン（水チャネル）による水代謝
調節機構の存在が推定され、これまで様々な動物種と手法で発現が報告されてきた。今回我々は、
マウス内リンパ嚢の網羅的遺伝子解析データおよび定量的 RT-PCR を用いて、アクアポリンの
mRNA 発現を確認した。

【方法】
既報告された 2 種類のマウス内リンパ嚢における網羅的遺伝子解析データ（マイクロアレイ解

析、シングルセル RNA シーケンシング）を参照した（Honda et al., eLife 2017）。また胎生 12
日齢から生後 90 日齢までの野生型マウス内リンパ嚢上皮を採取し、プローブ法（TaqMan プロー
ブ）による定量的 RT-PCR を用いて Aqp1 から Aqp11 の発現量を測定した。

【結果】
胎生 13-17 日齢のマウス内リンパ嚢上皮に対するマイクロアレイ解析からは、Aqp1、Aqp3、

Aqp8、Aqp11 のシグナルが低レベルで検出された。シングルセル RNA シーケンシングでは、
胎生期から 30 日齢までの 213 個の細胞のうち、1-5 個の細胞のみで Aqp1、Aqp3、Aqp4、Aqp6、
Aqp7、Aqp11 の発現を確認した。両データとも、バソプレシン 2 受容体遺伝子である Avpr2 の
発現は確認できなかった。

定量的 RT-PCR では、Aqp1、Aqp3、Aqp4、Aqp6、Aqp11 の発現を認めたが、その発現量は
内リンパ嚢に発現する他のイオン輸送遺伝子と比べ 10–2-10–4 のオーダで低値であった。Aqp1、
Aqp3、Aqp4 は胎生期から成熟期にかけて減少する一方、Aqp6 は出生後から上昇、Aqp11 は胎
生期から 90 日齢までおおよそ一定の発現量で推移していた。

【考察】
異なる手法でアクアポリンの発現を確認した結果、マウス内リンパ嚢上皮では複数のアクアポ

リン mRNA の発現を認めるものの、その発現量は少ないことが判明した。また、Aqp2 やバソ
プレシン 2 型受容体の遺伝子発現は認められず、マウス内リンパ嚢は腎集合管と同様のバソプレ
シン -AQP2 による水吸収調節機構は有していない可能性が示唆された。

従来の報告と異なる結果もあるが、本検討では、未固定の生体組織から短時間でマウス内リン
パ上皮のみを採取しており、上皮以外の組織（繊維芽細胞や血管内皮細胞など）の混入や、培養
による遺伝子発現への影響を排除することが可能となっている。また、プローブ法を用いた定量
的 RT-PCR を行うことで、抗体を用いた免疫組織学的検討よりも高い特異性を担保している。

一方で、mRNA とタンパクの発現レベルは必ずしも相関しないこと、内リンパ嚢上皮を単離
する際に組織解離用酵素や緩衝液を使用しているため、その影響を受けている可能性があること、
シングルセル解析やマイクロアレイ解析の場合、発現量が少ない遺伝子はノイズの影響を受けや
すいこと、動物種によって発現が異なる可能性があること、などに留意して慎重に結果を解釈し、
さらなる検討を重ねる必要がある。

本研究は米国国立衛生研究所 Andrew J Griffith 先生との共同研究である。
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マイクロ CT を用いた Slc26a4 ノックアウトマウス内耳形態の 
三次元解析

真壁　彩音 1、伊藤　　卓 1、本田　圭司 1,2、三輪　　徹 3、川島　慶之 1、 
藤川　太郎 1、堤　　　剛 1

1 東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 総合病院　土浦協同病院　耳鼻咽喉科、 
3 熊本総合病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
側頭骨 CT の進歩により内耳骨迷路の形態的評価が容易になったことから Jackler らは内耳奇

形をいくつかのタイプに分類し、その後 Sennaroglu らが人工内耳成績に関連する重症度に基づ
き蝸牛形態を再分類した。彼らは内耳奇形は発達が停止した時期によって様々な形態異常を示す
ものと考えたが、前庭水管に関しては新生児期、乳幼児期を通じて拡大している時期がないため、
発達途上の発育停止だけでは前庭水管拡大を説明することはできない。SLC26A4 はペンドレッ
ド症候群と前庭水管拡大を伴う感音難聴の原因遺伝子として広く知られており、時に蝸牛の形態
異常である Mondini 奇形（Incomplete partition type II：IP-II）を伴う。今回我々は Slc26a4 ノッ
クアウトマウスを用いて、マイクロ CT を撮影することで IP-II の病態を解明することを試みた。

【方法】
ヘテロ接合体の 1 ヵ月齢 Slc26a4 ノックアウトマウスを対照群、ホモ接合体ノックアウトマ

ウスを実験群としてそれぞれから耳包を取り出し、4％ PFA にて固定した。内耳形態への影響
を最小限に抑える目的で、アブミ骨は前庭窓にそのまま接着した状態とした。検体は島津製作所
製 inspeXio SMX-100CT にて撮影し、蝸牛軸に並行した断面で基底回転から頂回転まで最も長
くつながるように観察されたもの、および蝸牛軸に直行するような断面で MPR 画像をそれぞれ
作成し、ImageJ にて解析した。

【結果と考察】
対照群においては、蝸牛軸が基底回転から頂回転までつながった MPR 画像（図 A）が作成可

能であり、骨迷路は最大 4 つに分かれて断面を見ることができた。一方実験群においては、蝸牛
軸を頂回転まで描出できるような画像は作成できず、拡大した骨迷路は 3 つまでにしか分かれて
観察することはできなかった（図 B）。これはヒト側頭骨における IP-II に相当するものと思われ
た。次に、蝸牛軸に直行するような MPR 画像において、アブミ骨が同様の形態になるように角
度を調整したうえで基底回転から頂回転まで連続的に解析すると、両者ともに蝸牛と球形嚢の連
合管から頂回転まではほぼ 2.0 回転で差異は認めなかった（図 C-F：対照群、図 G-J：実験群）。
これらのことから、Slc26a4 ノックアウトマウスにおいて、骨迷路では蝸牛の回転数は減少して
いないと考えられた。

【まとめ】
IP-II の病態は、蝸牛回転数の減少ではなく蝸牛管の拡大に伴う蝸牛軸の低形成を反映したも

ので、前庭水管拡大と同様に内耳の発達途上の発育停止の結果ではないと考えられた。
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