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ES 細胞から内耳前庭有毛細胞への効率的分化誘導法の開発

阪上　雅治 1、吉川　正英 2、北原　　糺 1

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

【背景と目的】 
多能性幹細胞である ES 細胞や iPS 細胞は、特定の細胞種への分化プロセスを解明するために

有用なソースである。近年、難聴疾患治療の重要なターゲットである内耳有毛細胞（inner ear 
hair cells：HCs）への分化誘導法の報告が散見されるが、HC 様細胞への誘導効率は低く、操作
過程には幾重もの作業を要する難点があった。我々は間葉系細胞株である ST2 細胞の培養上清
を用いることで簡便、かつ効率良く HC 様細胞を分化誘導することに成功した（HIST2 法：
CDDis, 2012）。また、HC 分化のマスター遺伝子である転写因子 Math1 を正に制御することでも
効率よく HC 様細胞を誘導できることを示した（CDDis, 2013）。さらに、これら両法の組み合わ
せにより、いずれの単法に比べて、一層高効率に HC 様細胞を分化誘導可能であることを報告し
た（Stem Cell Res., 2017）。これまでの知見から、HC 分化には液性因子等の誘導因子が鍵にな
ると考えられたため、今回、内耳前庭有毛細胞（vestibular HCs：V-HCs）への特異的分化誘導
法の開発を目的として、卵形嚢由来細胞（vestibular cells：VCs）の利用を試みた。

【実験方法】
分化誘導には Math1 遺伝子に連動して GFP を発現する ES 細胞株（Math1-GFP-ES）を用いた。

新生児マウス（C57BL/6）の内耳前庭組織より卵形嚢由来細胞（Vestibular cells：VCs）を樹立
し、継代培養した VC 由来の培養上清を回収した（VC derived-conditioned medium：V-CM）。
Hanging drop 法による胚様体（EBs）を形成後、V-CM および ES-DM（LIF を除去した ES 細
胞培養液）により 2 週間接着培養を行い、前庭・蝸牛有毛細胞関連マーカーの発現を real time 
PCR および細胞免疫染色により解析した。

【成績】
EB 接着培養 2 週間後の形態観察では、V-CM あるいは ES-DM 使用で顕著な差は認めなかった。

しかしながら、蛍光顕微鏡およびフローサイトによる解析では、ES-DM に比べ、V-CM を用い
た培養において GFP 陽性細胞（すなわち Math1 発現細胞）の顕著な増加を認めた。遺伝子発現
解析では、V-CM を用いた分化誘導において有毛細胞関連マーカー（Math1、Myosin6、Brn3c）
の顕著な発現亢進を認め、Dnah5（前庭有毛細胞マーカー）の発現も有意に増加していた。更に、
細胞免疫染色による解析では、Myosin6、Brn3c もしくは Dnah5 の発現は V-CM 培養にて誘導
され、GFP 陽性細胞にのみに観察された。以上の成績から、V-CM は V-HC 様細胞への特異的
分化補助特性を有することが示唆された。

【結論】
内耳前庭由来細胞の培養上清（V-CM）は、ES 細胞の内耳前庭有毛細胞（V-HC）様細胞への

分化を誘導する。
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Rho-kinase および PKCα 阻害剤を用いた 
温度感受性マウス蝸牛前駆細胞における 1 次線毛形成の検討

垣内　晃人 1,2、角木　拓也 1、高野　賢一 1

1 札幌医科大学　医学部　耳鼻咽喉科、 
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【背景と目的】一次線毛（primary cilia）は細胞膜上に生じる小さな不動性の鞭毛様構造物である。
哺乳類の大部分の体細胞が持つ線毛であり、中心部の微小管が存在しない、いわゆる “9 + 0” 構
造をとる。内部は多数の分子によって構成され、この一次線毛の異常によって線毛病（ciliopathies）
と呼ぼれる遺伝性疾患が惹起されることが報告されており、近年注目が集まりつつある。線毛病
には網膜異常、腎異常、中枢神経異常、臓器回転異常、多指症、肥満、糖尿病、肝疾患などがあ
り、難聴をきたす Bardet-Biedl 症候群や Usher 症候群の報告もある。最近の研究で、一次線毛
の形態形成に関する複数のシグナル伝達経路の関与が報告されつつあるが、蝸牛有毛細胞の発生
および再生における一次線毛形成のメカニズムについてはほとんど分かっていない。そこで今回
われわれは、温度感受性マウス蝸牛前駆細胞を用いて、蝸牛細胞における一次線毛の形成や動態
に関して、Rho シグナル伝達経路および protein kinase C（PKC）に着目して検討を行った。【材
料と方法】温度感受性 SV40-large T antigen 遺伝子導入マウスの胎児より分離培養し不死化さ
せた内耳蝸牛前駆細胞（US ／ VOT － E36）を用いた。形態解析（免疫細胞染色法、走査電子
顕微鏡、透過電子顕微鏡）、ウェスタンブロット法、Muse Cell Analyzer を用いた細胞周期解析、
細胞増殖アッセイ、細胞遊走アッセイ、酸化ストレスアッセイにより検討を行った。【結果】抗
アセチル化チューブリン、抗 γ チューブリン抗体にて免疫細胞染色を行うと、33℃にて培養した
未分化蝸牛前駆細胞において基底小体を伴う一次線毛が認められ、透過電子顕微鏡でも “9+0” 構
造が確認された。この細胞を 39℃培養にて分化させると、基底小体を認めるものの一次線毛は
消 失 し た。 次 に、Rho-kinase 阻 害 剤 で あ る Y27632（10µM） お よ び PKCα 阻 害 剤 で あ る
GF109203X（10µM）処置を未分化蝸牛細胞に行ったところ、処置 24 時間後から一次線毛の伸
長が認められ、ウェスタンブロット法によりアセチル化チューブリンおよび γ チューブリンタン
パクの発現増加も同時に認められた。同様に、39℃培養にて分化させた蝸牛前駆細胞に Y27632
および GF109203X を処置しても、一次線毛の伸長が確認された。中心体に局在し一次線毛形成
に関与する Hook2 タンパクと、細胞周期に関連する Cyclin D1 タンパクの、未分化蝸牛前駆細
胞に Y27632 および GF109203X を処置した際の発現変化をウェスタンブロット法にて検討した。
その結果、Y27632 を処置した細胞では Hook2 および Cyclin D1 の発現増加が認められた一方、
GF109203X を処置した細胞では Hook2 のみ発現増加がみられた。さらに細胞周期解析を行うと、
Y27632 処置細胞では S 期および G2/M 期の増加と G1 期の減少が認められ、GF109203X 処置細
胞では G1 期の増加と G2/M 期の減少が認められた。細胞増殖アッセイでは、Y27632 処置によっ
て細胞数は増加していた一方、GF109203X 処置では細胞数は減少していた。細胞遊走アッセイ
では、Y27632 処置細胞の遊走能の亢進がみられたが、GF109203X では Y27632 ほど遊走能に変
化は認められなかった。酸化ストレスアッセイでは Y27632、GF109203X 処置によってストレス
細胞（M2）は減少していた。【考察】近年、一時線毛が様々な機能を有することが判明してきて
いる。線毛病に関する病態に関しても報告が増えている一方で、線毛病のみならず正常の細胞機
能に対しても重要な役割を担っていることがわかってきている。今回の検討において、Rho-
kinase 阻害剤である Y27632 処置により蝸牛前駆細胞の一次線毛が伸長し、細胞周期依存性に増
殖能が亢進、さらに遊走能も亢進した。PKCα 阻害剤処置で得られた結果から、RhoA 下流にあ
る PKCα の関与も示された。蝸牛細胞の再生においても、こうした経路が必要である可能性が
示唆される。
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ヒヨコ器官培養系における蝸牛有毛細胞再生モデルの確立

松永　麻美、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

はじめに：聴覚は、コミュニケーションの窓口として非常に重要な五感の一つでありながら、難
聴に対する有効な治療法は確立されておらず、世界で最も頻度の高い身体障害の一つである。難
聴の多くは、内耳にある感覚細胞である蝸牛有毛細胞が傷害され、音刺激を神経の電気信号に変
換することが不可能となり起こる、感音難聴である。哺乳類では、この有毛細胞が一度傷害され
ると再生しないが、鳥類では傷害後も再生することが知られている。鳥類有毛細胞再生のメカニ
ズムとしては、有毛細胞を取り囲んでいる支持細胞が、分裂を伴わず有毛細胞に直接分化転換す
る系や、分裂・増殖をへて有毛細胞に分化する系などが報告されている。しかし、すべての支持
細胞に可能なのか、あるいは一部の支持細胞にのみ備わった能力なのか、その詳細は明らかにさ
れていない。鳥類有毛細胞再生のメカニズムを解明するため、鳥類蝸牛感覚上皮の器官培養系に
おける蝸牛有毛細胞再生モデルを作成した。さらに、この器官培養系における細胞動態を明確に
し、その後、細胞レベルでの解析に応用する計画とした。方法：Medium 199 内にて生後 1 日目
のヒヨコから蝸牛感覚上皮（basilar papilla）を採取した。はじめの 2 日間はストレプトマイシ
ン を含む培養液（1%FBS ／ DMEM）にて有毛細胞障害を惹起した。その後、ストレプトマイ
シンを含まない培養液に変更し、さらに 2、4、6 日間培養を行った。合計 8 日間培養を行うサン
プルでは、培養液に EdU を添加した。培養 2 日目、4 日目、6 日目、8 日目で各サンプルを回収し、
4%PFA にて固定した。固定後、有毛細胞のマーカーである Myosin7a 抗体、支持細胞のマーカー
である Sox2 抗体にて免疫組織化学染色を行い、8 日間培養サンプルでは Click-iT EdU imaging 
Kit を用いて EdU の検出を行った。その後、培養前サンプルおよび培養系における各タイミン
グでの有毛細胞の数を定量的に評価した。有毛細胞数定量的解析は、蝸牛感覚上皮の遠位端側か
ら 20%、30%、40% の部位で行い、その総細胞数の平均値で評価した。8 日間培養サンプルでは、
有毛細胞における EdU 検出の割合を算出した。結果：ストレプトマイシン処理による 2 日間の
培養後では、20%、30%、40% における有毛細胞数の平均値が、培養前有毛細胞数の 0.5% まで
低下した。4 日目では 3.1%、6 日目では 11.6%、8 日目では 33.4% まで有毛細胞数が回復した。
また、EdU 染色を用いた 8 日間培養サンプルでは Myosin7a ／ EdU 共陽性を示す有毛細胞は
1 ／ 325 であり、再生した有毛細胞は、支持細胞の増殖・分化によるものではなく、支持細胞の
直接的な分化転換によるものと考えられた。結論：ヒヨコ蝸牛器官培養にて有毛細胞再生を誘導
することができた。再生有毛細胞の多くは、支持細胞の直接分化転換による再生であると推測さ
れた。
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ラセン神経節グリア細胞から分化誘導したニューロンの遺伝子解析

野田　哲平 1,2、西村　幸司 3、脇園　貴裕 2、安井　徹郎 2、中川　尚志 2

1 浜の町病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 九州大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
3 京都大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

聴覚の一次ニューロンであるラセン神経節細胞は、内耳有毛細胞と同じく再生しない。有毛細
胞障害に伴い二次性に、もしくは一次性にニューロンの障害が起こると、語音明瞭度の低下や人
工内耳装用効果の低下を招き、再生医療の介入が待たれる。再生医療には大別して細胞移植と内
在性の細胞を利用する方法があり、我々はニューロン周囲に存在するシュワン細胞や線維芽細胞
に遺伝子を導入することで神経誘導を試み、誘導できた神経の遺伝子解析を行ったので報告する。

〈方法〉生後 1 日目のマウス蝸牛より単離したラセン神経節から、FACS によりニューロンとそ
の周囲を取り囲むシュワン細胞・線維芽細胞を選別し、シュワン細胞・線維芽細胞にリポフェク
ション法で遺伝子を導入した。内在性神経、遺伝子導入群、コントロール群の 3 群から RNA を
抽出して次世代シーケンサにより RNA-seq を行った。

〈結果〉遺伝子導入した群ではラセン神経節ニューロンに類似した遺伝子発現様式を示したが課
題も残った。よりニューロンに近い性質を獲得させ治療に活用するために必要な因子について検
討した。また、RNA-seq の結果から新規ラセン神経節細胞マーカーの探索を試みた。

P-4



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 499, 2018

蝸牛の組織マクロファージの発達と機能

岸本　逸平、岡野　高之、中川　隆之、山本　典生、大森　孝一
京都大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】先天性難聴は出生数約 1,000 に対し 1 人の頻度でみられ、患者の多くが補聴器の装
用効果の乏しい高度の難聴を呈する。先天性難聴の原因は多岐にわたり、最近の分子生物学の進
歩により原因となる遺伝子変異が数多く発見されている一方で、サイトメガロウィルスや風疹
ウィルスなどの母体内感染症による難聴は、先天性難聴の原因のうち約 4 分の 1 を占める頻度の
高いものである。遺伝子変異による内耳障害はその病態が詳細に知られるものも少なくないが、
母体内感染症による先天性難聴の病態生理については、内耳障害に免疫機序の関与が示唆される
ものの、依然として不明の点が多い。音受容器である内耳はリンパ組織を持たず、また組織内の
IgG 濃度も低いことから、従来は脳や眼球とともに免疫学的に特異な器官であるとされてきた。
しかし近年、蝸牛に常駐するマクロファージの存在が明らかになり、蝸牛の組織マクロ―ファー
ジとよばれ注目を集めている。これらの細胞は、特に炎症などのない定常状態の蝸牛の各所に常
駐し、また組織に傷害が加わると循環血液から単球由来のマクロファージが内耳組織内へ移入す
ることから、内耳は活発な免疫応答能を有し、その中心的役割を果たすのが、内耳の組織マクロ
ファージであると考えられている。前述の母体内感染症による先天性難聴の病態を解明するため
には、胎児期における免疫機構の解明が重要と考えられ、それには蝸牛の組織マクロファージが
重要な役割を有している可能性が高い。しかし胎生期の蝸牛の組織マクロファージの発達、機能
などの詳細についてはいまだ多くが不明である。今回、胎児期の蝸牛における免疫機構の解明を
最終目的として、発達期蝸牛の組織マクロファージの分布・分化・増殖について調べたので報告
する。【方法】ICR マウスを用いて、一般的なマクロファージのマーカーである CD68、Iba1、
F4/80 に対する免疫染色により、胎生 9.5 日から出生後 6 日までのマウスの蝸牛に存在する組織
マクロファージを標識し、その出現時期や蝸牛内での分布を調べ、さらに抗 phospho-Histone 
H3 抗体を用いて局所増殖能を評価した。【結果】マクロファージは内耳の原基である耳胞周囲に
おいて胎生 10.5 日に出現することがわかった。蝸牛形態の発達に伴い分布域は拡大し、特にら
せん靭帯やらせん神経節、血管条に多かった。分布密度を胎生 14.5 日から生後 6 日までの間で
定量解析した結果、基本的には成長と共に密度は増加するが、その経時的変化は部位によって異
なることがわかった。また、抗 phospho-Histone H3 抗体による局所増殖の評価では、蝸牛の組
織マクロファージ他臓器における報告に矛盾しない分布頻度で局所増殖能を有することがわかっ
た。【考察】組織マクロファージは骨髄で産生された血球が単球への分化を経てマクロファージ
として分布するのではなく、マウスでは胎生期 9.5 日頃に卵黄嚢や肝で産生されたものが全身の
あらゆる組織に定着し、局所で増殖され維持されていると言われており、実際に肺や心臓、腹膜
などの組織マクロファージは局所増殖能を有することが報告されている。蝸牛の組織マクロ
ファージは骨髄造血開始前の時期に肝や卵黄嚢で産生され、胎生 10.5 日に蝸牛に定着し、蝸牛
各所で分布密度を変化させながら、局所増殖で維持されていることが示唆された。
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LOXHD1b 遺伝子 knock out ゼブラフィッシュの作成について

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

1 山口大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科学、 
2 山口大学　大学院医学系研究科　生体情報医科学

LOXHD1 は有毛細胞の細胞膜に沿って発現し、細胞質の F- アクチン細胞骨格に細胞膜を結合
させることができる。それによって LOXHD1 は蝸牛の正常な有毛細胞機能を維持するのに重要
な役割を果たしている。

Grillet らによって報告された LOXHD1 は、遺伝性難聴 DFNB77 の原因遺伝子とされる。マ
ウスでは有毛細胞の感覚毛に発現することが報告されている。臨床的には常染色体劣勢遺伝の形
式をとる進行性難聴であり、LOXHD1 遺伝子変異が原因の難聴家系は国内でも報告されている。

これまでに我々は、LOXHD1b のゼブラフィッシュ側線器における発現について検討し、In 
situ hybridization 法にて側線器有毛細胞に発現した事を確認した。今回我々は LOXHD1b 遺伝
子 knock out ゼブラフィッシュを作成した。方法について第 1 細胞期及び第 2 細胞期のゼブラ
フィッシュ卵へ CRISPR-Cas9 システムを用いて Cas9 RNA と LOXHD1b mRNA を Injection を
施行した。Injection したゼブラフィッシュ卵への導入効率の評価は、Heteroduplex Mobility 
Assay（HMA）を用いた。HMA はヘテロ 2 本鎖 DNA の塩基配列のミスマッチを利用して行う
電気泳動であり、ヘテロ変異体の同定に有用である。HMA でヘテロ 2 本鎖 DNA が確認され、
ゼブラフィッシュ卵の遺伝子改変が認められた後、Injection した F0 世代のゼブラフィッシュと
野生型のゼブラフィッシュを交配させ、成長した F1 世代のゼブラフィッシュの尾びれを切断し、
ゲノム DNA を回収し、HMA と genotyping を施行した。その結果、F1 世代の雄雌共にヘテロ
変異体が確認され、塩基配列では PAM 配列の N 末端側の塩基の欠損が認められた。ヘテロ変
異体同士を交配させた結果、ホモ変異体の電気泳動パターンが得られた。

現在ヘテロ変異体同士を交配させ得られたホモ変異体を育成し、側線器有毛細胞の形態や生理
機能について報告する。
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ヒト iPS 細胞を用いたミトコンドリア 1555 変異難聴の病態解明

喜多　知子 1、伊木　健浩 1,3、水越　彬文 1、宇佐美真一 2、北尻真一郎 2

1 京都大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉科　頭頸部外科、 
2 信州大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉科　頭頸部外科、3 奈良県総合医療センター

ミトコンドリア 1555A＞G 変異は、ミトコンドリア 12S rRNA の点突然変異であり、遺伝性
難聴の原因となる。この遺伝性難聴は、変異ミトコンドリアによって引き継がれる細胞質遺伝疾
患であり、母系遺伝することが知られている。この変異による難聴は非症候群性であり、両側対
称性の進行性高音障害型である。また、もう 1 つの特徴として、アミノ配糖体抗生物質に対して
極めて鋭敏に反応し高度聴力障害を来すことが知られている。多施設共同研究により人工内耳の
適応になった高度難聴患者 140 例を検索したところ 14 例（10%）の患者にこの変異が見出され
た（Usami et al., 2000）。従ってこの変異は日本人の失聴の主要な原因の一つであると考えられ
るが、難聴が引き起こされるメカニズムについては現在のところ明らかにされていない。我々は
ミトコンドリア 1555A＞G 変異を有し難聴を呈する患者 2 例の同意を得たのち、血球細胞から樹
立した疾患特異的人工多能性幹細胞（疾患特異的 iPS 細胞）による検討を試みた。この細胞はほ
ぼ無限に増殖でき、しかも患者由来の変異を引き継いでいるため、病態の再現や創薬開発等が期
待される。まず細胞外フラックスアナライザー（XFe96）を用いて、酸素消費量（OCR）等ミ
トコンドリア障害 （酸化的リン酸化障害）の解析および CellROX による酸化ストレスの測定を
行った。その結果、疾患特異的 iPS 細胞と野生型 iPS 細胞とで明らかな差が認められた。現在、
ミトコンドリア 1555A＞G 変異による進行性高音障害型の発生機序および病態解明について、検
討を加えている。疾患特異的 iPS 細胞の樹立および解析は、京都大学 iPS 研究所（CiRA）臨床
応用部門中畑研究室（斎藤潤先生）との共同にて行われた。
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メタボローム解析を用いたミトコンドリア機能異常による 
加齢性難聴の原因解明

三輪　　徹
熊本総合病院

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

しながら その生理学的メカニズムや病理については未だ解明されていない。ミトコンドリア異
常症の一部では、ミトコンドリア tRNA（mt-tRNA）の化学修飾の欠損がその発症の原因である
ことが明らかになっている。mt-tRNA の化学修飾はコドン解読の際の誤翻訳の防止に必須であ
り、化学修飾の欠損は誤翻訳を惹起し、電子伝達系蛋白質合成を減少させ、活性酸素（ROS）の
産生を誘起し組織傷害を起こすと考えられている。我々はこれまでに、mt-tRNA 化学修飾の欠
損によるミトコンドリアの機能異常が加齢性変化および加齢に伴う難聴を呈することを in vitro
および in vivo 実験において明らかにしてきた。本発表においては、ミトコンドリアの機能異常
に伴う加齢性難聴の発症メカニズムを探るために、mt-tRNA 化学修飾の欠損によるミトコンド
リアの機能異常により内耳で起こっている変化について検討を行うこととした。

【方法】
cdk5rap1（CDK5 Regulatory Subunit Associated Protein 1）遺伝子のノックアウト（KO）

マウスは、mt-tRNA のチオメチル化修飾が欠損したマウスである。この KO マウスの加齢に伴っ
て内耳で起こっている変化について検討を行うために、1、3、5、12 か月齢の KO マウスを安楽
死させ、実体顕微鏡下に蝸牛を摘出し、PBS で洗浄したのち、HMT Internal standard solution 
1 を用いて代謝産物を抽出した。その後 GC-MS を用いてメタボローム解析を行い、相対的評価
を行った。コントロールには同齢・同種のヘテロ型マウスを用い、同様の実験を行った。

【結果】
1 か月齢の cdk5rap1 KO マウスとヘテロマウスでは、内耳内の代謝産物に差はなかったが、3、

5、12 か月齢の KO マウスでは、ヘテロマウスとは明らかに差異を認め、酸化物質とミトコンド
リア関連代謝産物が増加していることが明らかとなった。

【結論】
Cdk5rap1 KO マウスを用いた代謝系の実験では、mt-tRNA のチオメチル化修飾の欠損により

電子伝達系蛋白質が低下し、好気的呼吸が障害され、ミトコンドリア機能が低下することで、エ
ネルギー需要の多い組織である骨格筋及び心筋の機能が低下していることが明らかとなっている

（Wei et al., Cell Metab, 2015）。Cdk5rap1 KO マウス内耳においても同様に、蝸牛内でコドン解
読の際に誤翻訳が誘起され、呼吸鎖電子伝達系蛋白質合成や ATP 産生の低下が起こり、ミトコ
ンドリア機能が低下することで活性酸素が増加することが予想される。活性酸素の増加は酸化ス
トレスとなり、有毛細胞を傷害することがこれまでの研究で知られており（Yamashita, Brain 
Res, 2004）、これにより感音難聴が出現することが予想される。今回の実験では、上記の機序が
老化によって促進することを示した。
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転写因子 NRF2 活性化による加齢性難聴予防効果の検討

本蔵　陽平 1、大石　哲也 1,2、川瀬　哲明 1,3、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　加齢医学研究所　遺伝子発現制御分野、
3 東北大学　医工学研究科　聴覚再建医工学研究分野

【背景】近年、難聴は高齢者のコミュニケーション障害に加え、認知機能の低下とも有意な相関
があることが多数報告されており、加齢性難聴の対策は健康長寿社会を実現するために重要な課
題である。NRF2 は生体の抗酸化機構の中心的な役割を果たす転写因子である。NRF2 は非スト
レス環境下の定常状態では細胞質において KEAP1-CULLIN3 ユビキチン E3 リガーゼ複合体に
よりユビキチン化されプロテアソーム経路で直ちに分解されているものの、酸化ストレス環境下
では KEAP1 の不活性化の結果 NRF2 は安定化し核に移行することで標的遺伝子群の発現を誘導
する（下図参照）。加齢性難聴は内耳の酸化障害が主要因であるとされており、NRF2 の活性化
によって加齢性難聴を予防できるのではないかとの仮説のもと本研究を行った。【方法】　実験 1. 
NRF2 の恒常的活性化遺伝子改変マウス（KEAP1 KD, C57BL/6 background, オス）の 5 週、2、
6、9、16 ヶ月時点での聴力閾値を ABR にて解析した。実験 2. 漢方薬の成分の一部には、NRF2
を活性化する作用が知られている。そこで、6 ヶ月齢の野生型 C57BL/6 マウスに漢方薬混餌を 2 ヶ
月間投与し、ABR にて聴力閾値を評価するとともに、組織学的に内耳の形態について解析した。

【結果】実験 1. 各遺伝子型間では有意差を認めず、野生型の自然経過とほぼ一致した聴力閾値の
推移を示した。実験 2. メスの解析では漢方薬混餌群とコントロール群間で聴力閾値に有意差を
認め、その結果と相関するように、ラセン神経節細胞の密度にも有意差を認めた。【考察とまとめ】
今回用いた遺伝子改変マウスは、その後の検討で各臓器ごとに NRF2 活性化の程度が異なるこ
とが示唆された。つまり、内耳において十分に NRF2 が活性化されていなかった可能性がある。
一方、薬剤投与による長期的な NRF2 の活性化が、加齢性難聴に対して有効な予防法となる可
能性があることが示唆された。【謝辞】遺伝子改変マウスを用いた研究は、東北大学加齢医学研
究所 遺伝子発現制御分野　本橋ほづみ教授のご指導のもと行われたものである。また、漢方薬
混餌はクラシエ製薬株式会社漢方研究所から提供いただいた。
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マウス聴力の性差の検討

鈴木　智陽 1,2,3、牧嶋　知子 1

1 テキサス大学メディカルブランチ耳鼻咽喉科、2 九州大学耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
3 済生会福岡総合病院　耳鼻咽喉科

【背景】　ヒトの聴力には性差がある事が知られている。純音聴力検査では、男性の方が女性より
も加齢による感音難聴が早く進行する。聴性脳幹反応（ABR）では男性が女性と比較して潜時
が短く、歪成分耳音響反応（DPOAE）では女性が男性と比較して DP 値が大きいことが報告さ
れている。マウスを用いた耳科疾患の研究において ABR、DPOAE での聴力評価が一般的である。
実験には様々な系統のマウスが用いられるが、その性差における比較はほとんど行われてこな
かった。今回、我々はウイルス感染症モデルとして広く使用される Stat1 遺伝子変異マウス、
IFN レセプター遺伝子変異マウス、及びワイルドタイプ C57BL6/J マウスを用いて、ABR、
DPOAE での聴力評価を経時的に行い、それぞれの検査結果の性差の有無について検討を行っ 
た。【方法】C57BL/6J wt（雄 3 匹、雌 3 匹）、Stat1 wt（雄 5 匹、雌 5 匹）、Stat1 KO（雄 5 
匹、雌 5 匹）、IFNa/bgR KO（雄 3 匹、雌 3 匹）を使用し、生後 6 週目から生後 14 週目まで 1
週間毎に ABR、DPOAE 検査を行った。ABR（Click、8kHz、16kHz、24kHz、32kHz）の閾値、
DPOAE（DP 値）を測定し、t-test で雌雄間の差の有無を解析した。【結果】ABR の Click 音の
閾値においてそれぞれ C57BL/6 wt（雄：24.5±5.2dB、雌：20.2±2.5dB）、Stat1 wt（雄：28.1±
5.0dB、雌：34.8±9.7dB）、Stat1 KO（雄：31.3±5.8dB、雌：30.3±6.1dB）、IFNabg KO（雄：
27.9±11.3dB、 雌：24.4±2.7dB） で 明 ら か な 性 差 を 認 め な か っ た。 一 方、DPOAE で は、
C57BL/6 wt、Stat1 wt、IFNabg R KO で全体的に雌マウスの DP 値が大きい傾向が見られた。
Stat1 KO マウスでは、有意に雌の方が DP 値が大きかった（雌 23.9±4.2dB、雄 16.9±6.5dB、
P=0.009）。【考察】　マウスの系統によって聴力の雌雄差が異なる可能性が示唆された。今後、聴
覚が関与する実験において、マウスの系統及び雌雄の選別が実験結果に影響を及ぼすことが考え
られるため、これを念頭に置いて実験計画を立てることが推奨される。さらに実験マウスの母数
や系統を増やして確認実験が進行中である。

P-10



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 505, 2018

細胞内カルシウム隔離障害による進行性聴力損失の経路

美野輪　治 1,2,3、神谷　和作 1、池田　勝久 1

1 順天堂大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座、 
2 順天堂大学　難病の診断と治療研究センター　難治性疾患診断・治療学講座、 

3 理化学研究所　バイオリソース研究センター　実験動物開発室

［背景］
マウスの難聴変異体は、加齢性障害を含む聴力障害の根底的な機構を理解する上で依然として

不可欠なモデルである。我々は、ENU 突然変異誘発プラットフォームを利用して聴覚障害を有
するマウスを同定・樹立し、ヒト進行性難聴の機構解明のための新規マウスモデルを開発した。

［方法］
クリックボックスによる驚愕反応を指標として変異体マウスをスクリーニングし、難聴候補個

体の聴性脳幹反応（ABR）を測定した。単離された突然変異体について、更にヒト非症候性難
聴の典型的な特徴である、難聴の他に形質を伴わない事、を確認するために、包括的表現型スク
リーニングを実施した。有毛細胞カルシウムイオンの輸出活性の欠陥を証明するために、突然変
異産物を発現する細胞に対する Ca2+ 蛍光減衰アッセイ法を用いた。

［結果］
4 系統の突然変異を染色体 6 の遠位領域にマッピングし、配列決定によりこれらの系統は

Pmca2 の異なる部位でミスセンス突然変異を生じることを示した。難聴の初期段階での ABR 閾
値増大の差異、その後異なる時点での有毛細胞およびらせん神経節細胞の最終的な消失を含む、
これら系統の間の明確な表現型変化を観察した。C57BL と C3H の F1 遺伝背景は、これらの表
現型の相違を増強した。

［結論］
こうした明瞭な表現型の差異は、各変異遺伝子産物の Ca2+ ポンプ活性の差から生じるようで

ある。表現型が継時的な差異を伴って発現する経路が、有毛細胞の機能的低下をもたらすものと、
その生存そのものを脅かすものとに 2 分されると仮定すると、この経路を明確にすることがヒト
加齢・進行性難聴発症機構の重要な可能性を示すと考えられた。

本研究は、遺伝学研究所；城石俊彦、がん研究会がん研究所；野田哲生、理化学研究所バイオ
リソース研究センター；吉木淳、旭川医科大学；大保貴嗣；山崎和生；鈴木裕、順天堂大学難病
の診断と治療研究センター；岡崎康司の各先生との共同研究です。
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中耳真珠腫の進展度と中耳炎症状態との関連

平野　　隆、渡辺　哲生、川野　利明、松永　崇志、鈴木　正志
大分大学　医学部　耳鼻咽喉科

中耳真珠腫は耳鼻咽喉科領域においては主たる慢性中耳炎症疾患であり、抗菌剤などの保存的
治療は無効であり、中耳手術による摘出が主として行われている。中耳真珠腫の病態は扁平上皮
の角化堆積物であり、皮膚の角化亢進には TNF-alpha、IL-17、TGF-beta などの炎症に関わる種々
のサイトカインが関与し、皮膚の角化を促進することが知られており、慢性中耳炎症が真珠腫の
角化亢進を促進し、ひいては中耳真珠腫の骨破壊を含めた真珠腫の進展に関わることが推測され
る。今回、中耳真珠腫の進展度と中耳炎症状態との関連について検討を行った。対象は中耳真珠
腫にて鼓室形成術を施行した 13 例であり、先天性真珠腫 2 例、後天性真珠腫 11 例について検討
を行っている。年齢は 1 才から 74 才であり、平均年齢は 33.2 才であった。後天性真珠腫におい
ては、弛緩部型が 7 例、緊張部型が 3 例、複合型が 1 例であった。2015 年中耳真珠腫病期進展
度分類に基づいた Stage 分類では、真珠腫が上鼓室に限局した Stage I が 2 例であり、上鼓室か
ら乳突洞、乳突蜂巣などに進展した Stage II が 10 例、内耳炎により骨導閾値がスケールアウト
となった Stage III が 1 例含まれている。試料は手術時に採取した中耳真珠種周囲の炎症性肉芽
組織であり、摘出組織をコンパウンドに凍結保存し、一部は RNeasy Kit を用いて RNA の抽出
を行っている。今回、中耳真珠腫に伴う炎症性サイトカインの発現を分析し、各種サイトカイン
と中耳真珠腫病期進展度への影響について検証を行ったので報告する。
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PCV13 全身免疫後のホスホリルコリン経鼻追加免疫の効果

大堀純一郎、黒野　祐一
鹿児島大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】急性中耳炎に対して、肺炎球菌ワクチン（PCV）導入後に 1 歳児の急性中耳炎に対
する鼓膜切開の頻度が著しく減少したことが報告されている。しかし、ワクチン株以外の肺炎球
菌やインフルエンザ菌による急性中耳炎の発症がみられ、肺炎球菌ワクチンの急性中耳炎の発症
予防効果は極めて限定的である。さらに、PCV13 接種後に肺炎球菌の血清型置換がおこること
が知られている。また、現行の皮下注射によるワクチンの接種は全身免疫応答を誘導し、血清中
の抗原特異的 IgG とオプソニン活性を上昇させるが、粘膜免疫応答による分泌型 IgA の産生を
誘導することはできない。これらの問題点を克服するには、広域スペクトラムを有し、分泌型
IgA を誘導できるワクチンの開発が必要になる。我々は、すべてのグラム陽性および陰性菌に含
まれるホスホリルコリン（PC）に注目し、PC の経粘膜投与によって全身および粘膜免疫応答が
誘導されることを明らかにした。さらに、外分泌液中の PC 特異的 IgA そして血清中の PC 特異
的 IgG は複数の肺炎球菌およびインフルエンザ菌と反応し、鼻腔に接種した両細菌のクリアラ
ンスを亢進させた。したがって、PC は広域スペクトラムを有し、分泌型 IgA を誘導できるワク
チンとなり得ると考えられる。そこで今回我々は PCV13 の免疫後に PC 経鼻免疫を追加するこ
とによる免疫応答を検討した。【方法】PCV13 の溶解液中の PC を ELISA 法にて検出した。PC-
BSA を 2 段階希釈することで標準曲線を作成し、PCV13 の OD 値から、PCV13 に含まれる PC
の濃度を測定した。また 7 週齢の雌性 Balb/c マウスに PCV13 の 7 倍希釈液 200µl を腹腔内投与
し、全身免疫を行った。免疫 2 週間後のマウスを、再度 PCV13 腹腔内追加免疫する群（PCV13
全身免疫群）と PC － KLH50µg とともにコレラトキシン 1µg をアジュバントとして経鼻免疫を
行う群（PC 経鼻免疫群）の 2 群に分けた。それぞれの群のマウスの最終免疫後に血清、鼻腔洗
浄液を採取し、ELISA 法にて肺炎球菌莢膜型および PC 特異的抗体価を測定した。また鼻腔お
よび脾臓のリンパ球を分離して ELISpot 法にて特異的抗体産生細胞数を検討した。また、その
免疫応答を PC-KLH+CT の経鼻免疫を 7 日間隔で 3 回施行した群、1 回施行した群および無処
置の対照マウスと比較した。【結果】PCV13 溶解液の吸光度と PC-BSA の希釈系列で作成した標
準曲線から、PCV13 中の PC 濃度を測定した結果、今回マウスに投与した PCV13 溶解液中の
PC 濃度は 153.926ng/ml であった。ワクチン株の肺炎球菌に対する血清 IgG 抗体価は PCV13 全
身免疫群では免疫後 14 目で PC と PPS3 特異的 IgG の上昇がみられ、28 日目で PPS19F、
PPS23F 特異的 IgG の上昇も認められた。PC 経鼻免疫群では PCV13 全身免疫群と同様に、14
日目そして 28 日目に PPS 特異的 IgG が上昇し、28 日目の PC 特異的 IgG は PCV13 全身免疫群
と比較して有意に高かった。PC に対する血清 IgG 抗体価は PC 経鼻免疫群のほうが PCV13 全
身免疫群よりも有意に高値であった。PC 経鼻免疫群に誘導された PC 特異的 IgG 抗体価は、PC
経鼻免疫を 3 回繰り返して誘導される PC 特異的 IgG 抗体価と同等であった。PC 特異的 IgG の
サブクラスを検討すると、PCV13 全身免疫群では IgG1、IgG2b、IgG3 の上昇がみられたが
IgG2a は上昇しなかった。一方、PC 経鼻免疫群では、PCV13 全身免疫群と同等の IgG1、
IgG2b、IgG3 の上昇を認め、少ないながらも IgG2a も上昇した。鼻腔洗浄液中の PC 特異的 IgA
および鼻粘膜内の PC 特異的 IgA 産生細胞数は、PC 経鼻免疫群のほうが PCV13 全身免疫群よ
りも有意に高かった。鼻腔洗浄液中の PPS 特異的 IgA は検出されなかった。【結論】PC 経鼻ワ
クチンは PCV13 接種後の PPS に対する免疫応答のブースター効果を有し、さらに PC 特異的全
身および粘膜免疫応答を誘導した。したがって、現在定期接種とされている PCV13 の予防接種
に加え PC 経鼻ワクチンを新たな追加免疫の手段として使用することで、より多くの肺炎球菌そ
してその他の細菌に対する急性中耳炎の予防が可能と考えられた。
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Granulomatosis with polyangitis（GPA）の側頭骨病理所見

野垣　岳稔 1、小林　一女 2

1 昭和大学　藤が丘病院　耳鼻咽喉科、2 昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

はじめに： Granulomatosis with polyangitis（GPA：多発血管炎性肉芽腫症）は 1939 年、ドイ
ツの病理学者 Friedrich Wegener によって報告された疾患で、2012 年 Chapel Hill 会議で、以前
の名称である Wegener 肉芽腫症から GPA と名称が変更された。中～小血管の壊死性血管炎で
あり、しばしば肉芽腫を形成する。全身性の炎症性疾患であり、上気道病変（鼻、副鼻腔、中耳、
眼窩）、下気道病変（気管支、肺）、腎病変（壊死性糸球体腎炎）がある。中耳炎、難聴、めまい、
顔面神経麻痺等の耳科学的所見は GPA 患者の 56 ～ 60％にみられる。　

我々が渉猟する限り、GPA 患者の側頭骨病理の報告は少なく、前庭の有毛細胞に関する報告
はまだない。今回我々は University of Minnesota（U of M）および Massachusetts Eye and 
Ear Infirmary and Harvard Medical School（MEEI）の側頭骨病理標本を用い、GPA 患者の側
頭骨、特に前庭器官における血管炎の影響を病理学的に精査し報告する。
方法：GPA 患者の側頭骨病理標本 6 例 12 側（4 例：U of M、2 例：MEEI）を用い、可能な範
囲でカルテを参照した。両施設とも側頭骨は剖検より採取され、10％ホルマリンで固定し、脱灰
ののちセロイジンで包埋されている。標本に施設間の差は認められない。平均年齢は 59.5±14.1
歳（36 ～ 72 歳）であった。病理学的に異常がなく年齢が適合した 6 例 12 側（U of M）、平均年
齢 61.8±14.7 歳（36 ～ 78 歳）の標本を対照とし、光学顕微鏡を用いて調べた。

前庭の有毛細胞の観察は Merchant の方法で行った。ノマルスキー型微分干渉顕微鏡を用い、
卵形嚢、球形嚢、外側半規管および後半規管の膨大部を観察した。前半規管は標本作成の際に開
かれてしまうため、今回の対象には含まれていない。前庭の有毛細胞には I 型と II 型がある。I
型有毛細胞はフラスコ型をしており、球状の核を有し神経鞘に囲まれている。II 型有毛細胞は円
柱状の形をしており、円柱状の核を有し神経鞘はない。今回 Merchant の方法に従い 0.01mm2

あたりの有毛細胞を計測した。幅 500µm、切片の厚さ（20µm）の範囲内で、判別できる核を有
する I 型および II 型の有毛細胞を計測した。二重計数を避けるために Abercrombie の式を使用
して補正した。I 型有毛細胞の補正係数は 0.82、II 型有毛細胞の補正係数は 0.87 である。統計は
マン・ホイットニーの U 検定（SPSS 22.0 for Windows, SPSS Inc, Chicago, IL, USA）で行った。
結果：GPA 群では 3 例が鼓膜チューブを留置されていた。混合難聴 2 例、感音難聴 1 例、伝音
難聴 1 例であった。1 例にめまいを認めた。外・中耳：鼓膜の肥厚が 5 側、鼓室に肉芽組織を認
めたものが 8 側、肉芽組織が蝸牛窓窩に侵入しているものが 7 側、蝸牛窓膜の肥厚が 6 側にみら
れた。蝸牛：有毛細胞が消失しているものが 5 側、血管条に血管の閉塞、血管壁の肥厚、ヘモジ
デリン沈着などの所見がみられたものが 8 側、ラセン靭帯の萎縮が 2 側にみられた。前庭：ヘモ
ジデリン沈着もしくは炎症細胞の浸潤がみられたものが半規管膨大部または膜半規管に 10 側、
卵形嚢もしくは球形嚢に 3 側みられた。GPA 群では対照に比べ I 型有毛細胞の密度が有意に低
下した。しかし、II 型有毛細胞の密度には有意差は認められなかった。
結論：今回我々は GPA 患者の側頭骨病理標本を観察した。GPA 患者の耳科学的臨床所見として
中耳炎、難聴、めまいがみられた。側頭骨病理標本からは、鼓膜、中耳腔、蝸牛窓膜、コルチ器、
血管条、ラセン靭帯、半規管膨大部、膜半規管、卵形嚢、球形嚢に所見がみられた。前庭 I 型有
毛細胞の密度は対照と比較して GPA 群で有意に減少していた。
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ヒト側頭骨標本を用いた蝸牛ラセン神経節細胞と 
コルチ器有毛細胞の加齢変化の検討

楠　　威志
順天堂大学医学部付属静岡病院　耳鼻咽喉科

【目的】 ヒト蝸牛の加齢変化を把握することは、耳毒性、再生医学の研究に有用であり、それに
ついてのヒト側頭骨標本を用いた報告はすでになされている。しかし、それら報告の対象症例に
耳疾患や耳毒性薬物使用の既往が多く含まれている。側頭骨標本を用いたヒト蝸牛ラセン神経節
細胞の加齢変化については、Otte らのデーターがよく引用されいるが、対象症例 100 耳のうち
92 例に耳疾患がある。また Hinojosa らの報告では 16 例中 13 例にアミノグリコシッド系薬物使
用の既往がある。そこで本研究では、より自然な蝸牛ラセン神経節細胞とコルチ器有毛細胞の加
齢変化の観察を試みた。【対象と方法】 対象はミネソタ大学医学部耳鼻咽喉科が所有しているヒ
ト側頭骨組織標本を用いた。できるだけ自然加齢変化をみるため、耳疾患の既往および病理組織
学的所見のないもの、さらに、耳毒性薬物使用、糖尿病などの全身疾患の既往のないもの 39 耳
を選んだ。側頭骨標本作成については、死後 24 時間以内にホルマリン固定後、常法に従い、脱
灰し、セロイジン包埋した。それを水平断 20 マイクロ厚の連続切片を作成し、10 切片毎に HE
染色を行った。光学顕微鏡下に、蝸牛ラセン神経節細胞とコルチ器有毛細胞について観察を行っ
た。ラセン神経節細胞総数については Otte らの方法に準じて算出した。コルチ器有毛細胞では、
Schuknecht らの方法に準じてコクレオグラムを作成し、各症例ごとに全切片について内および
外有毛細胞の欠損の有無を観察した。そこで、内および外有毛細胞の加齢変化の指標として細胞
欠損率を用い、基底回転、中回転、頂回転のそれぞれについて算出した。これら細胞欠損率と加
齢変化との関連を検討した。蝸牛ラセン神経節細胞とコルチ器有毛細胞ともに統計処理上、0-2
歳群、9-18 歳群、25-59 歳群、64-86 歳群の 4 群に分けて比較した。【結果】ラセン神経節細胞数
と年齢の相関については、0 歳から 18 歳まではなんら相関は認めなかったものの、25 歳から 86
歳の間では、有意な相関を認めた。コルチ器有毛細胞では、基底回転において、内および外有毛
細胞の欠損率と加齢との間に有意な相関関係を認めた（P＜0.0001）。外有毛細胞の基底回転にお
いて、すでに 9-18 歳群の細胞欠損率が 0-2 歳群に比べ有意な差を認めた（P＜0.05）。内有毛細胞
においては、中回転および頂回転には、細胞の損失は認めなかった。外有毛細胞では、40 歳以
上の症例によっては、頂回転に細胞欠損があり、その中には重度な細胞欠損（欠損率 51％以上）
を認めた。外有毛細胞の中回転は、基底回転および頂回転に比べ、細胞欠損症例は少なく、重度
な細胞欠損は認めなかった。【結論】 外有毛細胞の基底回転においては、すでに小児期より退行
変性が始まっている可能性が示唆された。また中回転の有毛細胞は、基底回転および頂回転に比
べ、加齢変化対するより強い抵抗性を示した。以上より、コルチ器有毛細胞の方が、らせん蝸牛
ラセン神経節細胞より、早期に加齢変化が起こることが示唆された。今回、さらに胎生期の側頭
骨標本も供覧し、内耳加齢変化について検討する。尚、本研究は米国ミネソタ大学にて Michael 
M. Paparella らの指導の下になされたものである。

【参考文献】
 1）Kusunoki T, Cureoglu S, Schachern PA, Baba K, Paparella MM: Age related histopathologic 

in the human cochlea: A temporal bone study Otolaryngology-Head and Neck Surgery 131: 
897–903, 2004.

 2）Kusunoki T, Cureoglu S, Schachern PA, K baba, Paparella MM: Effects of gentamicin on 
sensorineural elements of the cochlea in human temporal bones. American Journal of 
Otolaryngology 25: 313–317, 2004.

 3）Kusunoki T, Cureoglu S, Schachern PA, Baba K, Paparella MM: Effects of aminoglycoisde 
administration on cochlea elements human temporal bones. Auris Nasus Larynx 31: 383–388, 
2004.

 4）Kusunoki T, Cureoglu S, Schachern PA, Baba K, Paparella MM: Cupular deposits and 
aminoglycoside administration in human temporal bones. The Journal of Laryngology & 
Otology 119: 87–91, 2005.
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成人期に発見された Auditory neuropathy spectrum disorder の 1 例

高野さくらこ、阪本　浩一、坂下　哲史、小杉　祐季、加藤　匠子、 
角南貴司子、神田　裕樹、井口　広義

大阪市立大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉病態学

は じ め に：Auditory neuropathy spectrum disorder （ANSD） は 聴 性 脳 幹 反 応（auditory 
brainstem response：ABR）が無反応にもかかわらず、外有毛細胞機能である耳音響放射

（otoacoustic emission：OAE）は正常である難聴であり、画像検査では後迷路に異常を認めない
ことを診断基準とした疾患である。今回、難聴を主訴に当科を受診し、軽度難聴を認め、ANSD
と診断した成人女性の 1 例について報告する。症例：26 歳女性。主訴は両難聴。既往歴・家族
歴に特記すべきことなし。小学校 3 年生の学校検診で聴力低下を指摘され、中学生のころから言
葉の聞き取りにくさを自覚していた。近医耳鼻咽喉科では軽度難聴を指摘されるも、経過観察と
なっていた。その後も徐々に聴力低下の進行を自覚し、補聴器を試聴するも効果を感じられず放
置していた。仕事中に聞き返すことが多く、不便さを感じるようになり、20XX 年 1 月に精査加
療目的で当科初診となった。初診時、鼓膜所見は正常、その他耳鼻咽喉領域も正常であったが、
発音は不明瞭であった。純音聴力検査では平均聴力（4 分法）右 35.0dB、左 31.3dB、OAE は両
側陽性、最大語音明瞭度は右 80％（70dB）、左 60％（80dB）であった。ABR、聴性定常反応（auditory 
steady-state response：ASSR）は反応を認めなかった。側頭骨 CT、MRI では明らかな異常を
認めず、ANSD と診断した。補聴器を装用するようになり、仕事中の不便さは改善されている。
まとめ：1996 年に Kaga らが Auditory nerve disease、Starr らが Auditory neuropathy（AN）
として報告し、近年は ANSD という概念が提唱されている。純音聴力検査に比べて語音弁別能
が極端に悪く、ABR は無反応、外有毛細胞機能が正常な後迷路障害と考えられる症候群である。
ANSD の原因は多様であり、遺伝性神経疾患、中毒・代謝・感染などが関係していると言われ
ている。共通する主な病態生理としては蝸牛神経のスパイク情報に同期障害（dys-synchrony）
などの異常が生じるとされている。Kaga らは ANSD を 3 つのタイプに分類しており、新生児聴
覚スクリーニングで OAE（+）、ABR（－）であり、成長後もその検査所見が変わらないものを
タイプ 3 としている。今回の症例では、初めて難聴を指摘されたのは小学校の検診であり、発症
時期ははっきりしない。しかし、構音障害を認めていることから、言語獲得以前から聴力障害が
あった可能性が高く、Kaga らの提唱する ANSD タイプ 3 であると考えられる。また AN にみ
られる聴力像として、純音聴力検査では低音障害型感音難聴を呈することが比較的多いと言われ
ているが、今回の症例では高音障害型感音難聴を呈しており、聴力像には様々なタイプがあると
言える。軽症の AN 症例では、騒音環境下の聞き取り困難を強く訴えることが多く、機能性難
聴や聴覚情報処理障害（auditory processing disorder：APD）と報告されることもあり、ABR, 
OAE 検査の実施が不可欠である。AN の根本的な治療法は確立されておらず、一般的に補聴器
の有効性は限定的であることが多いと言われている。今回の症例では、補聴器をフィッティング
し、オープン型補聴器を両耳に装用することで、仕事中の会話聴取の困難さが解消されており、
症例によっては補聴器の有効性が示唆される。今後会話聴取の困難が進行した場合は、人工内耳
の適応が考慮されるため、長期にわたって聴力を経過観察していく必要がある。また本症例のよ
うな軽症例では、特に職場環境や日常生活でのサポートを考慮していくことが必要と言える。

P-16



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 511, 2018

聴力改善がみられた脳表ヘモジデリン沈着症による感音難聴症例

平野　　良、鴫原俊太郎、野村　泰之、平井　良治、上浦　大輝、岸野　明洋、大島　猛史
日本大学　医学部　医学科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

【はじめに】脳表ヘモジデリン沈着症は鉄（ヘモジデリン）が脳表、脳実質に沈着することによ
り神経障害をきたす疾患であり、原因としてくも膜下腔における慢性の出血や繰り返す出血が考
えられている。臨床症状としては感音難聴、小脳失調、錐体路徴候、認知機能障害などの症状を
きたすことが知られており、症状は進行性かつ不可逆性である。治療法としてキレート薬、副腎
皮質ステロイドの効果があるとする報告もあるが、現時点での治療法は明確ではない。今回われ
われは MRI にて脳表ヘモジデリン沈着症と診断された感音難聴に対し副腎皮質ステロイド内服
加療で改善を認めた 1 例を経験したので報告する。【症例】症例：40 代　女性　主訴：右難聴、
右耳鳴　既往歴：左感音難聴、側弯症術後下半身麻痺により車いす生活、喘息、C 型肝炎内服治
療後　家族歴：特記事項なし　現病歴：X-10 頃年前に左耳鳴を認め、近医にて左感音難聴の診
断を受けた。X- 数年前から右耳鳴を認め、X 年に当科初診。X+1 年に入り聞こえが悪化し、人
との会話に支障がでてきた。X 年初診時、両側鼓膜所見は正常、純聴力検査にて 4 分法平均右
22.5dB、左 32.5dB であった。X+1 年時の診察では、両側鼓膜所見は正常、純聴力検査にて 4 分
法平均右 66.3dB、左 66.8dB まで低下を認め、MRI にて評価を行ったところ T2* 強調像にて脳幹、
小脳表面を縁取る明瞭な低信号像の所見を認めたため脳表ヘモジデリン沈着症と診断された。神
経内科にて行った神経学的精査では、眼球運動で両眼視時に左方視で複視を認め、かつ以前の側
弯症手術に起因する C8 以下の触覚痛覚低下を認めた。認知機能検査では HDS-R で 30 点、
MMSE で 26 点と認知機能の低下は認めなかった。両側性の感音難聴にたいしてプレドニン
50mg/day より内服加療を開始し ,10 日間をかけて漸減した。内服加療後行った純聴力検査では
4 分法にて右 30.0dB、左 45.0dB まで改善を認め、現在外来にて経過観察中である。【考察】本症
例では両側性の感音難聴を認め、T2* 強調像にて小脳、脳幹部にヘモジデリン沈着と考えられる
低吸収像を認めたことから古典型ヘモジデリン沈着症と考えた。くも膜下腔における慢性の出血
や繰り返す出血源として、本症例では側湾症手術の影響によるくも膜下腔内の微少出血を考えた
が脊椎 MRI では明らかな出血源は認めなかった。また頭部 MRI でも同様に出血源となるような
病変を現在のところ認めていない。脳表ヘモジデリン沈着症に対する治療では Augstwrum らに
よってメチルプレドニゾロン投与にてヘモジデリン沈着症による運動失調や不全対麻痺が改善し
たとの報告があり、本症例では一時的である可能性はあるが、聴力の改善がみられた。しかしな
がら基本的に進行性疾患であり、今後も経過観察が必要と考える。

P-17



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 512, 2018

感音難聴の経過観察中に皮質聾を発症し MELAS と診断された一症例

木村百合香 1,2、相馬　裕太 1,2、小林　一女 2

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

【はじめに】MELAS（mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like 
episodes）はミトコンドリア DNA 変異に起因するミトコンドリア脳筋症の一つで、脳卒中様症
状や、内分泌症状、筋症状などを主兆候とする疾患である。tRNALeu（UUR）内の点変異であ
る 3243 変異が約 80％の患者で認められ、約半数に感音難聴を合併する。今回我々は感音難聴の
経過観察中に神経症状を発症し MELAS と診断された一症例を報告する。【症例】25 歳　女性【現
病歴】小児時から何度か難聴は指摘され耳鼻咽喉科で精査を行ったが、経過観察となっていた。
全般的に人とのコミュニケーションは苦手で、学校での成績は中の下程度。最終学歴は大学中退。
同僚とのコミュニケーションがとりにくく、転職を繰り返していた。再就職活動を機に、難聴精
査目的に X 年 10 月当科紹介初診。【既往歴】低身長・肺動脈狭窄で中学生まで某大学病院小児
科で経過観察を受けていた。糖尿病や腎疾患、甲状腺疾患はない。【家族歴】難聴や糖尿病の類
症はない。【現症】身長 140cm 体重 34kg。鼓膜所見は正常で、純音聴力検査上 4 分法平均にて
右 51.3dB 左 52.5dB の感音難聴を認めた。語音明瞭度検査は右 95%（80dB）左 85%（80dB）であっ
た。側頭骨 CT ならびに聴器 MRI 検査上、明らかな内耳・内耳道の形態異常はなかった。【経過】
遺伝性難聴の可能性を指摘したが遺伝学精査は希望されず、X+1 年 1 月に両耳に補聴器装用開
始した。同月 Y 日、新規勤務を開始した直後より難聴の増悪を自覚。Y+10 日目に当科救急受診。
純音聴力検査上、右スケールアウト、左 85.0dB まで平均聴力レベルは悪化していた。採血デー
タ上血糖上昇や炎症所見はなく、ステロイド内服治療を開始した。Y+14 日目に再診時の平均聴
力レベルは右 73.8dB　左 71.3dB まで改善していたが、コミュニケーションは筆談でのみ可能で
あった。環境変化による機能性難聴の可能性を考え、ABR を施行したが I-V 波潜時の延長はなく、
反応閾値は両側 60dB であった。Y+22 日目の当科の再診時には、「急に記憶がなくなる」「声は
聞こえるが外国語に聞こえる」との訴えがあり、当院精神科へ対診を依頼した。ステロイドによ
るせん妄を念頭にステロイドを中止しリスペリドン内服を開始したが、Y+25 日目には失認や失
行、保続といった高次脳機能障害が出現した。頭部 MRI を施行した結果、拡散強調像にて両側
頭葉を中心とした高信号域あり、MRS で健常実質に乳酸ピークを認めたことから、MELAS 疑
いと診断され当院神経内科に緊急入院となった。入院後エダラボン、グリセレブ投与による脳保
護治療を 2 週間施行した。採血データ上、血中乳酸・ピルビン酸の上昇と、mitDNA3423A＞G
変異を認めたことから、MELAS の確定診断を得た。脳卒中発作の抑制のために L- アルギニン
とタウリン内服を開始し外来にて経過観察中であるが、純音聴力検査・語音聴力検査とも神経症
状発症前レベルまで回復し、補聴器装用指導を継続しながら社会復帰を目指している。【考察】
MELAS は脳卒中様症状と高乳酸血症を特徴とするミトコンドリア病の一病型である。発症年齢
は乳幼児から青年まで幅広いが、15 歳未満が半数をしめる。頭痛や痙攣、片麻痺や同名半盲な
どの脳卒中様発作を呈し、急性期の頭部画像では後頭葉や側頭葉に血管支配に一致しない浮腫性
病変を来すことが多い。本症例は、高度難聴発症後も ABR で発症前の聴力レベルに相当する反
応閾値が保たれていたこと、また両側頭葉の浮腫性変化を来していたことから、聴力障害は「所
謂」皮質聾によるものと考えられた。MELAS による脳卒中様症状は、発作の反復により梗塞様
領域が不可逆的になり、知的障害や運動障害などの後遺症を残すとされているが、今回のエピソー
ド単回としては皮質聾の状態は可逆的であった。本疾患は脳卒中様発作を反復し、最終的には寝
たきりとなり死亡にいたる症例が多く、若年発症例では発症から死亡まで 6.4 年と予後不良な疾
患である。予後に大きな影響を与えるのは脳卒中様発作であるが、近年 L- アルギニンやタウリ
ンによる予防効果が報告されている。小児期からの進行性感音難聴の鑑別疾患として留意が必要
な疾患である。
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耳鳴における症状アンケートと 
pitch-match loudness-balance との相関

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

耳鳴とは、外部に音源がないにもかかわらず特定の音を感じる症状であり、他覚的評価は困難
である。一般に、まず pitch-match loudness-balance 検査で耳鳴の周波数（Hz）と大きさ（dB）
を評価し、その後は Tinnitus Handicap Inventory（THI）や VAS 等のアンケートを用いて治
療効果をみていく。我々は、耳鳴を主訴とする症例に対し、治療に伴い THI と pitch-match 
loudness-balance 検査の結果がどのように変化し相関を示すのかどうかを調べた。治療には
Tinnitus Retraining Therapy（TRT）を用いた。2016 年 4 月以降に当科の耳鳴外来を初診し、
TRT を開始して 6 ヶ月以上経過した耳鳴患者（初診時 THI ≧ 16）を対象とした。治療前と 6 ヶ
月以上経過後に THI と pitch-match loudness-balance 検査検査を行った。対象は 54 歳から 67 歳

（平均 62.7 歳）の 5 症例 6 耳（男性 3 例 4 耳、女性 2 例 2 耳）で、TRT の継続期間は 183 日か
ら 365 日（平均 277 日）であった。THI は、治療前が 68.7±8.7 であったのに対し、後評価では
48.7±6.5（p=0.028; 両側 paired t 検定）であり、有意な改善が認められた。一方、pitch-match
検査において、全例で耳鳴周波数（Hz）は TRT 前後で一致していたものの、loudness-balance
検査では治療前が 60.8±5.4dB であったのに対し、後評価では 53.3±3.3dB（p=0.191; 同上）で、
有意な変化は認められなかった。個々の症例ごとにみてみると、loudness-balance が 10dB 以上
減少したケースが 2 症例 2 耳存在し、これらのケースにおける THI は他の症例に比べおおきな
改善がみられた。これに対し、THI は治療前に比べて著しく減少したものの、loudness-balance
が 5dB 悪化したケースが 1 症例 1 耳で認められた。THI も pitch-match loudness-balance 検査
も自覚的な検査であるため慎重な評価を要するが、理論的にはパラレルに変化すると想定される。
これまでの検討結果では、耳鳴症状が治療（本研究では TRT）に伴ってどのように推移するか
において、一部の症例で THI と pitch-match loudness-balance 検査とが一定の相関をもつ可能
性はあるものの、総合的に判断すると、THI は有意に改善するものの、pitch-match loudness-
balance 検査の結果は有意な変化を示さないことが明らかとなった。以上の結果から、THI また
は pitch-match loudness-balance 検査のいずれかに何らかの自己バイアスがかかっているものと
考えられた。今後さらに症例数を増やして検討していく必要がある。
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大脳内側側頭部の灰白質容積と耳鳴の自覚の関連

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

耳鳴の神経生理学的モデルとしては、耳鳴の苦痛、また耳鳴によって誘発される反応は、大脳
辺縁系および自律神経系の過剰な活性化によって生じ、条件反射の原則に支配されるという
Jastreboff の神経生理学的モデルが提唱されている。松田（2006）によると、正常加齢では、加
齢とともに灰白質濃度が減少する部位は、シルビウス裂周囲皮質と中心溝周囲皮質であり、逆に
灰白質濃度が加齢により相対的に保たれる部位は、扁桃および海馬、嗅内野皮質を含む内側側
頭部であり（Matsuda et al., 2003）、一方、AD で、特異的に灰白質容積が減少する部位は、
扁桃および海馬、ならびに嗅内野皮質を中心とする内側側頭部であり、これらの部位の容積低
下が初期よりみられると報告されている（Ohnishi et al., 2001）。VSRAD（Voxel-Based Specific 
Regional analysis system for Alzheimer’s Disease）とは、1mm スライス厚で撮影された三次元
T1 強調矢状断画像から Voxel-Based Morphometry（VBM）手法を用いて、健常高齢者の MRI
脳画像データベースと統計学的に比較することにより、患者の相対的な脳容積を評価するソフト
ウェアのことである。認知症、特にアルツハイマー型認知症において特異的に灰白質容積が減少
する部位は、海馬および扁桃体、球内皮質を中心とする内側側頭部であり、これらの容積低下が
認知症の早期より認められている。そのため、内側側頭部に関心領域が設定されており、この領
域内の萎縮の程度を算出している。認知機能低下の患者は通常高齢者と比べ耳鳴を訴えることが
少ない傾向にあった。今回のパイロットスタディでは、耳鳴の自覚には扁桃および海馬、嗅内野
皮質を含む大脳内側側頭部の機能が関与している可能性が示唆された。今後症例を重ねて検討す
ることが必要である。
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先天性難聴モデルラットにおける蝸牛電気刺激と下丘誘発電位

波多野　都 1、杉本　寿史 1、伊藤　真人 2、吉崎　智一 1

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

【はじめに】先天性難聴による聴覚中枢の変化を知ることは、人工内耳治療をおこなうためにも
重要である。下丘は聴覚中枢神経核において最大の神経核であり、その中心核にはトノトピシティ
が存在することが知られている。下丘の中心核では低周波数音に応じるニューロンは背側、高周
波数音に応じるニューロンは腹側に位置する。2012 年の本学会にて、正常ラットと先天難聴モ
デルラットに蝸牛電気刺激をおこない、下丘中心核での誘発電位について報告した。今回は、蝸
牛組織と下丘での反応潜時の結果を追加し報告する。

【方法】ラットの Hearing onset は生後 12 日目頃である。この Hearing onset の前後に高用量の
耳毒性抗生剤のアミカシンを生後 7 日目から 16 日目まで連日全身投与（500mg/kg/ 日）し、
Hearing onset をなくすことで先天性難聴モデルとした。生後 80 日にイソフルレン吸入による
全身麻酔下に左蝸牛電気刺激をおこない、同時に右下丘中心核での誘発電位とその潜時を測定、
難聴モデルと正常コントロールとで比較検討した。同日齢ラットにて ABR 測定、蝸牛を摘出し、
有毛細胞およびラセン神経節細胞について頂回転から基底回転にて検討をおこなった。

【結果】アミカシン投与後の難聴モデルでは、ABR クリック音にて 105dB で無反応であった。
蝸牛では外有毛細胞、内有毛細胞ともに基底回転で変性消失率が高く、障害の程度は内有毛細胞
より外有毛細胞で著明であった。ラセン神経節細胞も同様であり、頂回転よりも基底回転側で単
位面積あたりの細胞数の減少をみとめた。蝸牛電気刺激をおこなうと、正常コントロールでは誘
発電位のピークは下丘中心核の中央にみとめたが、難聴モデルではそのピークは下丘中心核の背
側、つまり低周波数帯に移動することをみとめた。また下丘中心核腹側の高周波数帯では誘発電
位が低下した。反応潜時は正常コントロールに比較し、難聴モデルでは延長をみとめた。

【考察】以上の結果から、聴覚発生前の幼弱期ラットではアミカシン投与により有毛細胞の変性
消失とラセン神経節細胞の減少をみとめ、高度難聴を来たす。同モデルは高音域障害が主となる
先天性難聴モデルと考えられる。短時間の蝸牛電気刺激において下丘での反応に変化が生じ、ト
ノトピシティの幅が縮小または高周波数帯の反応が低下することが示唆された。しかし、人工内
耳のような長期的な電気刺激では神経の可塑性により下丘のトノトピシティがさらに変化する可
能性もある。
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音と図形の連想記憶形成に必要な音刺激の複雑性

小木　　学 1、山岸　達矢 1、高橋　邦行 1、大島　伸介 1、堀井　　新 1、澁木　克栄 2

1 新潟大学大学院医歯学研究総合研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野、 
2 新潟大学脳研究所　システム脳生理学分野

【はじめに】ヒトは経験によって特定の形（例えばある人の顔）から特定の音（その人の声）を
連想することが可能である。一般的に視覚情報処理は、後頭葉に位置する一次視覚野から始まり、
空間や動きの情報を処理する背側経路（where 経路）と、形や色を処理する腹側経路（what 経路）
があることが知られている。what 経路は聴覚野が位置する側頭葉と隣接していることから、わ
れわれは what 経路に着目し、音と図形の連想記憶の形成と、そのメカニズムについて研究を行っ
ている。これまでの行動実験の結果から、マウスでも音と図形の連想記憶が獲得でき、連想記憶
学習後では大脳聴覚野の前聴覚野領域を中心に反応が得られることがわかった。今回、連想記憶
獲得のために必要な音の特徴と、大脳聴覚野の反応の関連性について、新たな知見を得たので報
告する。【方法】対象動物として生後 5 週の C57BL/ 6J マウスを用いた。音と図形の連想記憶を
獲得させるためにケージ内に音提示用のスピーカーと、周囲 4 面の壁面には画像提示用モニター
を設置した。スピーカーより刺激音、モニターに丸型図形を同時に 24 時間繰り返し提示し続け
る環境下で 2 週間飼育を行った。刺激音は複雑な音から順に、「音 1：猫の鳴き声」「音 2：純音
合成和音（3 ＋ 4 ＋ 5 ＋ 6 ＋ 7kHz）と FM 下降成分を含んだ合成音」「音 3：純音合成和音のみ（3
＋ 4 ＋ 5 ＋ 6 ＋ 7kHz）」「音 4：5kHz 純音と FM 下降成分を含んだ合成音」「音 5 ：5kHz 純音」
と 5 つの音を用いた。それぞれの音と丸型図形の同時刺激環境下で飼育したマウスに対して、光
学的イメージング法の一つであるフラビン蛋白イメージング法を用い、丸型図形（連想づけを行っ
た図形）または、星型図形（全く関係のない図形）をマウス前方に置いたモニターで視覚刺激と
して提示した際の大脳聴覚野の神経活動を観察した。【結果】音 1 連想記憶マウスと音 2 連想記
憶マウスは、丸型図形を提示した際に大脳聴覚野の前聴覚野領域を中心とした領域に反応を認め、
星型図形を提示した際には同部位の反応を認めなかった。音 3 連想記憶マウスと音 4 連想記憶マ
ウスは、音 1、2 連想記憶マウスより同部位の反応は小さかった。音 5 連想記憶マウスは同部位
の反応は全く認めなかった。【考察】我々の行動実験とフラビンイメージングを組み合わせた先
行研究から、聴覚・視覚連想記憶が獲得できたマウスでは視覚刺激により大脳聴覚野の前聴覚野
を中心とした領域に反応がみられることが明らかとなっている。今回、同様の反応が音 1、音 2
のような複雑な音と図形を組み合わせて提示した場合に強くみられ、音 3、音 4 と複雑性が低下
するにつれて反応は減弱し、音 5 のような純音では反応は得られなかった。以上から、マウスに
おいて聴覚と視覚の連想記憶を成立させるためには刺激音の複雑性が重要であることが判明し
た。
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内耳障害が蝸牛神経核に及ぼす影響と耳鳴との関連性について

栗岡　隆臣、水足　邦雄、塩谷　彰浩
防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座

【はじめに】
音響外傷などの内耳障害において、その障害は有毛細胞、シナプス、蝸牛神経などを中心に蝸

牛全体に波及し、さらに蝸牛神経核などの聴覚中枢にも障害が及ぶことはこれまでに報告されて
いるが、詳細については明らかではない。また、このような聴覚中枢の変化は音響外傷によって
直接引き起こされる 1 次性変化なのか、それとも有毛細胞死によって引き起こされる 2 次性変化
なのかについては、未だに明らかではない。そこで今回我々は、遺伝子改変マウスを用いて選択
的有毛細胞死が蝸牛神経核に及ぼす影響について、音響外傷モデルマウスと比較検討を行い、耳
鳴発生の機序について考察する。

【方法】
実験には 3 週齢の human diphtheria toxin receptor（DTR）マウスを使用した。DTR マウスは、

有毛細胞特異的な Pou4f3 をコードする領域に DTR を発現させた遺伝子改変マウスであり、
diphtheria toxin（DT）の全身投与によって、有毛細胞を特異的に細胞死に誘導することができる。
この DTR マウスに DT を投与し、1 ～ 2 ヵ月後に脳幹を摘出して、以下の項目について検討を行っ
た。1）聴性脳幹反応（ABR）、2）有毛細胞数カウント、3）ニッスル染色による蝸牛神経核細
胞の観察、4）蝸牛神経核での vesicular glutamate transporter-1（VGLUT-1）の発現。さらに、
本モデルと音響外傷モデルの比較を目的として、DTR マウスに DT を投与せずに、強大音（2-
20kHz, 120dB SPL, 3 hours）を負荷し、同様の項目について評価を行った。

【結果】
DT 投与後 1 週間の DTR マウスは ABR 検査の 100dB SPL に無反応となり、投与後 1 ヵ月に

おいてほぼすべての内、外有毛細胞が消失していた。蝸牛神経核では、細胞の縮小を認めたもの
の軽微な変化のみであり、VGLUT-1 の発現についても不変であった。一方、音響外傷モデルでは、
80dB SPL程度の難聴を呈し、基底回転側の外有毛細胞を中心に細胞死を認めた。蝸牛神経核では、
組織全体の有意な縮小および細胞サイズの縮小を認め、VGLUT-1 の発現も低下していた。

【考察・まとめ】
音響外傷と選択的有毛細胞死では、蝸牛神経核において異なる変化が観察された。選択的有毛

細胞死が蝸牛神経核に及ぼす影響は音響外傷と比較して軽微であった。また、選択的有毛細胞死
では、神経のサイズ縮小を認めており、これは外界からの音刺激が中枢に入力されないことに伴
う萎縮性変化の 1 つと考えられた。一方、音響外傷においては有毛細胞死が完全ではないにもか
かわらず、蝸牛神経核で強い萎縮性変化を認め、VGLUT-1 のシナプスにも変化を認めた。音響
外傷等の内耳障害に伴う耳鳴に関しては、VGLUT-1 の発現低下が関与している可能性が示唆さ
れた。以上より、内耳障害における聴覚中枢の退行性変化は有毛細胞死のみが原因ではなく、障
害そのものによる 1 次性の影響を含めた複合的な要因が関与していることが示唆された。
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内耳感覚細胞における XBP1 mRNA スプライシングによる 
小胞体ストレス誘導性オートファジーの制御

岸野　明洋 1、林　　　賢 2、野村　泰之 1、大島　猛史 1

1 日本大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、2 神尾記念病院　耳鼻咽喉科

【目的】近年、小胞体ストレスが感音難聴の発症に深く関与することが報告された。小胞体スト
レスは、細胞内外からの様々な刺激により発生した折り畳み不全タンパク質が小胞体内に蓄積す
ることによって引き起こされる。細胞は小胞体ストレスに対する防御反応としてタンパク質品質
管理機構の一つである小胞体ストレス応答（Unfolded protein response: UPR）を誘導し、小胞
体の恒常性を維持している。しかし、UPR によるストレス回避能を超える小胞体ストレスが負
荷された場合には細胞死が誘導される。小胞体ストレス受容体の一つである IRE1α は XBP1 
mRNA のスプライシングを介して UPR を誘導する。さらに、XBP1 mRNA スプライシングは
細胞質成分分解機構であるオートファジーの誘導にも深く関与することが報告されている。
FoxO1 は分化や細胞死などの重要な生物学的プロセスに関与する転写因子であるが、オートファ
ジー誘導にも関与することが報告されている。また、XBP1とFoxO1の相互作用がオートファジー
制御に関与することが報告されている。しかし、小胞体ストレス下での内耳感覚細胞において
UPR、オートファジーと細胞死制御に XBP および FoxO1 がどのように関与するかは明らかで
はない。本研究の目的は XBP1、FoxO1 の機能に注目し、小胞体ストレス下でのオートファジー
による内耳感覚細胞死制御機構を明らかにすることである。

【材料と方法】内耳感覚細胞として HEI-OC1 細胞を使用した。小胞体ストレス誘導剤としてツニ
カマイシンを使用した。HEI-OC1 細胞に siRNA を用いて IRE1α ノックダウン（KD）細胞、
XBP1 KD 細胞、FoxO1 KD 細胞を作成した。0.4% trypan blue を用いた細胞生存率測定、RT-
PCR による XBP1 mRNA の発現解析、Western blot 法による IRE1α、XBP1、FoxO1、LC3-II
の発現解析、電子顕微鏡による超微細構造の観察、共免疫沈降法による XBP1 と FoxO1 の相互
作用の解析を行った。

【結果】ツニカマシイン処理細胞で XBP1 mRNA スプライシングが確認され、UPR 誘導マーカー
である IRE1α、XBP1 の発現は有意に増加した。また、オートファジー誘導マーカーである
LC3-II の発現は有意に増加し、細胞質内のオートファゴソーム数も同様に増加した。一方で、
IRE1α KD 細胞で XBP1 mRNA スプライシングは有意に抑制され、IRE1α KD 細胞、XBP1 KD
細胞、FoxO1 KD 細胞共に、LC3-II の発現誘導およびオートファゴソーム数は減少し、凝集体
の増加を認めた。IRE1α KD 細胞、XBP1 KD 細胞、FoxO1 KD 細胞の細胞生存率は、コントロー
ル細胞と比較して有意に低下した。これらの結果は、IRE1α を介した XBP1 mRNA スプライシ
ングと FoxO1 が小胞体ストレス下でのオートファジー誘導と細胞死制御に深く関与することを
示している。また XBP1 KD 細胞において、コントロール細胞において認めた FoxO1 の時間依
存性の発現低下は有意に抑制された。共免疫沈降法による解析では XBP1 と FoxO1 の直接的な
結合を認めた。この結果は、XBP1 と FoxO1 の生理的相互作用があることを示している。

【結語】小胞体ストレス下において、IRE1α による XBP1 スプライシングおよび XBP1-FoxO1 の
相互作用を介したオートファジーの制御は内耳感覚細胞保護効果に重要な役割を果たしているこ
とが示された。
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miRNA let-7b/TLR7 シグナル伝達による 
内耳感覚細胞と脳神経細胞間の過興奮性細胞死制御メカニズム

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

1 神尾記念病院　耳鼻咽喉科、2 慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科学教室、 
3 日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

（目的）エクソソーム内 miRNA は細胞外へ放出された後に隣接細胞に取り込まれ、異種細胞間
コミュニケーションによる遺伝子発現制御を行っている。近年、大脳皮質・海馬から単離された
ニューロンにおいて miRNA let-7b は、細胞内エンドソームに局在する Toll-Like-Receptor 7

（TLR7）を介して細胞死制御と細胞興奮を誘導することが報告された。しかし、異種細胞であ
る内耳感覚細胞と脳神経細胞間において TLR7 を介した miRNA let-7b の細胞死制御と細胞興奮
誘導の詳細は明らかではない。本研究の目的は、miRNA let-7b/TLR7 シグナル伝達による内耳
感覚細胞と脳神経細胞間の過興奮性細胞死制御メカニズムと新規分子標的としての有用性を明確
にすることである。（材料と方法）1）内耳感覚細胞として HEI-OC1 細胞を使用した。TLR7 
Knock Down（KD）細胞を作成した。これらの細胞を miRNA let-7b、miRNA let-7b inhibitor、
TLR7 agonist で処理した。Western blot 法による TLR-7、Caspase-3 と p-ERK の発現解析、Cell 
viability assay による細胞生存率測定を行った。2）ウイスターラット（E18）から摘出した大脳
皮質から初代培養脳神経細胞を樹立し、CMOS（complementary meta-oxide-semiconductor）- 
MEAs（microelectrode arrays）上で分散培養した。樹立した初代培養脳神経細胞を miRNA 
let-7b 処理し細胞生存率測定を行った後に、脳神経培養回路上で空間的パターン刺激を加え、発
火頻度を測定した。計測された発火頻度からサポートベクターマシンを用いて刺激パターンを推
定できるか否かを評価し、脳神経回路の時空間的記憶力を定量化した。評価指標として、Fisher’s 
linear discriminant ration（FDR）を用いた。（結果と考察）1）miRNA let-7b 処理細胞と TLR7 
agonist 処理細胞の細胞生存率は、時間依存性の有意な低下を示した。TLR7 agonist と miRNA 
let-7b inhibitor 同時処理した場合、細胞生存率の有意な低下は認めなかった。TLR7 KD 細胞を
miRNA let-7b 処理した場合、細胞生存率の有意な低下は認めなかった。Western blot 法にて、
miRNA let-7b 処理細胞と TLR7 agonist 処理細胞では TLR-7 の発現と cleaved-caspase-3 と
p-ERK の発現は時間依存性に有意に増加することを確認した。この結果は、miRNA let-7b が
TLR7 を介して過興奮状態の細胞に細胞死が誘導されたことを示唆している。TLR7 agonist と
miRNA let-7b inhibitor 同時処理した場合、TRL7、cleaved-caspase-3 と p-ERK の発現誘導を認
めなかった。これらの結果は、miRNA let-7b が TLR7 を介して過興奮性細胞死を誘導する可能
性と、miRNA let-7b inhibitor は、TLR7 を介する細胞死と過興奮を制御する可能性を示唆して
いる。2）miRNA let-7b 処理細胞の細胞生存率は、時間依存性の有意な低下を示した。CMOS-
MTA による神経細胞発火頻度と FDR を用いた時空間的記憶の定量化解析において、miRNA 
let-7b 処理した脳神経細胞の中で少数の情報に富んだ高頻度発火細胞は、細胞死に伴う発火頻度
の低下を認め、逆に低頻度発火細胞は、発火頻度が有意に増加した。この結果は、miRNA let-
7b が過興奮性細胞死を誘発する可能性を示唆している。（考察）エクソソーム内 miRNA let-7b
は TLR-7 を介して、異種細胞である内耳感覚細胞と脳神経細胞ともに、過興奮性細胞死を誘導
する可能性が示唆された。エクソソーム内 miRNA let-7b は、異種細胞間コミュニケーションに
よる過興奮性細胞死バイオマーカーとなる可能性があり、miRNA let-7b inhibitor には内耳保護
効果があることが示唆された。
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マウス音響障害モデルにおける Adalimumab 投与による 
内耳保護効果の検討

山本　陽平、菅原　一真、山下　裕司
山口大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科学

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

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

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

今回我々は、マウスにおける音響障害モデルを作成し、あらかじめ抗ヒト TNFα モノクロー
ナル抗体製剤である Adalimumab を腹腔内投与した上で音響負荷を行い、内耳保護効果が得ら
れるか実験を行った。

【方法】
CBA/J マウス（6 週齢、雄、体重 20-23g）を用いた。音響障害の条件は中心周波数 4kHz の

octave band noise を用い、音圧は 130dB SPL、暴露時間は 5 時間とした。音響負荷の前日に負
荷前 ABR を施行し、音響負荷の 1 時間前に Adalimumab 群は Adalimumab を 10mg/kg 腹腔内
投与し、Control 群は生理食塩水を同量投与した。音響負荷 7 日後に再び ABR を測定した。そ
の後、深麻酔下に 4% パラホルムアルデヒドで経心灌流固定を行い、側頭骨を摘出した。後固定
の後、組織染色を行い、Surfacepreparation を作成した。評価には負荷前後の ABR 閾値の変化、
および組織染色後の有毛細胞の欠損率を比較した。

【結果】
結果は、仮説に反して、Adalimumab 投与群の方が Control 群よりも音響負荷後の ABR 閾値

が上昇するというものであった。さらに有毛細胞の欠損率においても、Adalimumab 投与群の方
が Control 群よりも高値であった。

【考察】
TNF 阻害薬を用いたマウスの他の研究では、内耳保護効果が得られたとする報告が以前から

存在し、今回我々も Adalimumab を用いて同様に内耳保護効果が得られるのではないかと考え
て実験を行った。しかし仮説に反して Adalimumab を用いた方が逆に内耳へ悪影響を及ぼす結
果となった。

内耳における TNFα については、中本らの報告にて音響障害の有無にかかわらず常に一定の
量が存在することが確認されており、さらに大石らの報告では TNFα 欠損マウスにおいては外
有毛細胞の不動毛の消失や形態変化がみられ難聴をきたすことから、TNFα を抑制しすぎること
でも内耳に悪影響が生じる可能性があると考えられる。上記と今回の結果から、TNFα は内耳の
恒常性や機能維持に関与している可能性が改めて示唆されたと考える。
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騒音曝露誘発聴力障害における cyclooxygenase-2 の関与

山口　太郎
摂南大学　薬学部　薬理学研究室

【目的】感音難聴は、高齢者に最も高頻度に発症する身体障害の一つとされており、大部分が内
耳蝸牛障害に由来する。哺乳類の蝸牛は、再生能力が極めて乏しいことから感音難聴の多くが不
可逆的かつ慢性的である。有効な治療法としては、ごく一部の症例に適応される人工内耳に限ら
れているのが現状であることから、感音難聴対策にとって発症予防の重要性は極めて高い。内耳
蝸牛障害は、原因不明の突発性難聴や急性音響外傷を除くと聴力障害の程度が環境騒音の曝露時
間に依存することが示されている。そこで本研究では、騒音反復曝露による感音難聴モデル動物
を用いて、聴力悪化メカニズムを解析した。【方法】5-6 週齢 BALB/cCr 雌性マウスに、騒音刺
激（8kHz octave band noise、90dB）を 1 日 1 回、1 時間曝露し、これを 5 日間反復した。曝露
期間中、継時的に聴性脳幹反応を解析することにより聴力を測定した。また、初回騒音曝露 1 日
後に内耳を摘出し、cyclooxygenase-2（COX-2）に対する抗体を用いて免疫染色を行った。さらに、
各騒音曝露 2 時間前に NS-398（COX-2 阻害薬、5mg/kg）を腹腔内投与し、最終曝露後聴力測
定を行い、対象群と比較した。さらに、対照群および NS-398 投与群について、5 日間の騒音反
復曝露後に myosin7a（有毛細胞のマーカー）、CtBP2（プレシナプスのマーカー）および GluA2

（ポストシナプスのマーカー）の免疫組織化学法により聴覚求心経路の起点である内有毛細胞－
らせん神経節細胞間シナプス数を解析した。【結果】5 日間の騒音反復曝露は、曝露回数に依存
して 12 および 20kHz の聴力を段階的に悪化させた。また、この聴力の悪化は 20kHz において
最終曝露後少なくとも 4 週間は持続した。初回騒音曝露 1 日後において、有毛細胞を含むコルチ
器で COX-2 タンパク質レベルの増加傾向が認められた。さらに、騒音曝露は、約 20kHz を受容
する領域における内有毛細胞－らせん神経節細胞間シナプス数を減少させ、この減少は曝露回数
依存的に観察された。これらに対して、NS-398 の継続的な投与は、反復騒音曝露による聴力の
悪化を完全ではないものの有意に軽減した。また、NS-398 の継続的な投与は、最終曝露後にお
けるシナプス数の減少を有意に抑制した。【考察】以上の結果より、COX-2 阻害薬が反復騒音曝
露による聴力損失および内有毛細胞－らせん神経節細胞間シナプス数の減少を抑制することか
ら、騒音反復曝露による聴力悪化に COX-2 の増加を介した内有毛細胞－らせん神経節細胞間シ
ナプス数の減少が少なくとも一部は関与することが推察される。
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低用量ラパマイシン経口投与はマウス蝸牛外らせん溝細胞において 
オートファジーを誘導する

三枝　智香 1、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　耳鼻咽喉科学教室、2 慶應義塾大学　医学部　生理学教室

［背景と目的］
オートファジーは細胞内の不要タンパク質や異常な細胞内小器官を分解する主要な機構の一つ

であり、細胞の恒常性維持のために必須の機構である。オートファジーと病態との関連も多数報
告されており、創薬ターゲットとしても注目されている。昨今、蝸牛内におけるオートファジー
の生理的・病的意義についても報告が散見される。私達はこれまでに蝸牛外らせん溝細胞におけ
る異常タンパク質凝集が内耳性難聴の原因となる可能性を報告し、内耳におけるタンパク質代謝
およびオートファジーの重要性を示唆してきた。ラパマイシンは、タンパク質合成などを制御す
るセリン・スレオニンキナーゼである mTOR の活性を阻害することでオートファジーを誘導す
る。そこで、本研究においては、内耳性難聴の治療薬としての可能性を検討する目的で、ラパマ
イシン経口投与により蝸牛外らせん溝細胞においてオートファジーが誘導されるかどうかを定量
的に解析した。

［方法］
マウス生体内でオートファジーをモニターする系として、CAG プロモーター下で GFP-LC3 を

発現するトランスジェニックマウスを用いた。このマウスの組織においては、GFP-LC3 の斑点
（puncta）数の増加がオートファゴソームの形成つまりオートファジーの活性化を示す指標とな
る。この GFP-LC3 マウスにラパマイシンを 0.025、2.5mg/kg 濃度で 24 時間置きに 3 回経口投与
し、最終投与から 1 時間後に内耳を固定した。定法に従い凍結切片を作製し、GFP 抗体を用い
て免疫染色を行った。

［結果］
0.025mg/kg、2.5mg/kg いずれの濃度のラパマイシン投与でも、マウス蝸牛外らせん溝細胞に

おいて GFP-LC3 puncta 数が対照群より有意に増加しており、オートファジーが亢進しているこ
とが示された。回転別に分けた解析では、基底回転から中回転においてラパマイシン投与による
GFP-LC3 puncta 数の増加が認められた。

［考察］
異常タンパク質凝集を伴う細胞脆弱性は神経変性疾患の病態として広く知られている。我々は

SLC26A4 を原因遺伝子とする遺伝性進行性難聴であるペンドレッド症候群患者から樹立した
iPS 細胞を蝸牛外らせん溝様細胞に分化させ、健常者由来細胞と比較し、その凝集体病としての
病態を発見した。また、プロテアソーム阻害剤により惹起されるストレス下での患者由来細胞の
生存率低下および細胞死の増加を指標に、この脆弱性を rescue する薬剤のスクリーニングを行
い、オートファジー活性化作用のあるラパマイシンを治療薬候補として同定してきた。実際、ラ
パマイシンによる効果はオートファジー経路の下流を阻害することでキャンセルされ、ラパマイ
シンによる蝸牛外らせん溝様細胞の脆弱性の改善は、オートファジー促進を機序とすることを示
してきた（Hosoya et al., 2017）。しかしながらラパマイシンを摂取した場合の体内での薬物動態、
特に内耳への移行については理解が不十分であり、内服により蝸牛外らせん溝細胞において薬効
が認められるかどうかは明らかでなかった。本研究の結果、ラパマイシン経口投与により蝸牛外
らせん溝細胞においてオートファジーが活性化することが明らかとなり、しかも低用量からの効
果が認められた。この結果は、ラパマイシンの少量内服投与によって、既承認の免疫抑制作用を
避けながら、ペンドレッド症候群の内耳障害に対して治療効果を得られる可能性を示すものであ
る。

［結語］
経口投与した低用量ラパマイシンはマウス蝸牛外らせん溝細胞においてオートファジーを誘導

した。

本研究は慶應義塾大学 医学部 生理学教室 岡野栄之教授との共同研究である。
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NLRP3 インフラマソームの誘導経路における 
マクロファージ遊走阻止因子の役割の検討

假谷　　伸 1、岡野　光博 2、西崎　和則 1

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

【はじめに】インフラマソームは、複数のタンパク質からなるタンパク複合体で、複数の種類が
報告されている。そのうち、NLRP3 インフラマソームは、NOD-like receptors（NLRs）に分類
される NLRP3、シグナル伝達分子である apoptosis-associated speck-like protein containing a 
CARD（ASC）、および caspase-1 前駆体により構成されるタンパク複合体である。炎症部位に
おいて NLRP3 インフラマソームは danger signal によって活性化され、caspase-1 を誘導する。
caspase-1 は炎症性サイトカインとして重要な IL-1β や IL-18 を前駆体から活性型に変換し、炎症
反応の誘導や進展に重要な役割を果たしていることが明らかになっている。中耳炎とインフラマ
ソームとの関連はほとんど調べられていない。昨年の日本耳科学会で、我々はヒト慢性穿孔性中
耳炎症例およびヒト真珠腫性中耳炎症例を対象として中耳組織における NLRP3 インフラマソー
ムの発現を検討し報告した。また、野生型モデルマウスを用いて、エンドトキシンにより誘導さ
れる実験的中耳炎において NLRP3 インフラマソームが発現していることを報告した。今回は、
マクロファージ遊走阻止因子ノックアウトマウスを用いて、同様にエンドトキシン誘導性中耳炎
実験を行い、NLRP3 インフラマソームおよび関連物質の産生誘導におけるマクロファージ遊走
阻止因子の役割を検討したので報告する。【対象と方法】マクロファージ遊走阻止因子ノックア
ウトマウス（BALB/c バックグラウンド）の中耳腔にエンドトキシンを経鼓膜的に投与し、実
験的中耳炎モデルマウスを作成した。野生型 BALB/c マウスの中耳腔にも同様にエンドトキシ
ンを経鼓膜投与した。コントロール群として、マクロファージ遊走阻止因子ノックアウトマウス
および野生型 BALB/c マウスの中耳に生理食塩水を投与した。エンドトキシンまたは生理食塩
水投与 24 時間後に中耳腔を生理食塩水で洗浄し、回収した洗浄液中の IL-1β、NLRP3、ASC、
caspase-1 の濃度を ELISA 法にて定量した。また、同様にエンドトキシンまたは生理食塩水投与
24 時間後に側頭骨を採取し、4％パラホルムアルデヒドとエチレンジアミン四酢酸（EDTA）で
固定・脱灰した上で組織学的検討を行った。【結果】エンドトキシンを鼓室内投与した野生型マ
ウスでは、生理食塩水を鼓室内投与したコントロールマウスと比較して、中耳洗浄液中の IL-1β、
NLRP3、ASC、caspase-1 の濃度が有意に高かった。免疫組織学的染色では粘膜下や中耳腔に浸
潤した炎症性細胞を中心に NLRP3、ASC、caspase-1 陽性細胞が認められた。マクロファージ遊
走阻止因子ノックアウトマウスでは、野生型マウスと比較してエンドトキシンを鼓室内投与した
際の中耳洗浄液中の IL-1β、NLRP3、ASC、caspase-1 の濃度が有意に低かった。また、中耳腔
への炎症細胞浸潤が野生型と比較して減弱していた。【まとめ】caspase-1 は炎症性サイトカイン
の精製と分泌に関与し、さらに細胞死を制御すると報告されている。NLRP3 インフラマソーム
は、さまざまな刺激物によって活性化して、caspase-1 を誘導し、活性型炎症性サイトカインの
精製と分泌に関与する。また、マクロファージ遊走阻止因子は活性化 T 細胞から分泌され、マ
クロファージを炎症局所にとどめておく因子として発見されたが、その後、炎症性サイトカイン
としての作用や、他のサイトカインの産生制御、神経細胞の増殖分化作用、アポトーシスによる
細胞死の制御など、さまざまな機能をもつ因子であることが明らかとなっている。今回の検討に
より、エンドトキシンによって誘導された実験的中耳炎においてマクロファージ遊走阻止因子が
NLRP3 インフラマソームの産生誘導に重要な役割を果たしている可能性が示唆された。
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ゼブラフィッシュ側線器有毛細胞に対する炎症性サイトカインの影響

菅原　一真、樽本　俊介、山本　陽平、広瀬　敬信、山下　裕司
山口大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科学

【はじめに】
炎症反応において、IL-1β、IL-6、TNFα などは侵襲の早期に産生され、炎症反応を惹起するこ

とから炎症性サイトカインと呼ばれる。内耳障害においても、これらの炎症性サイトカインが障
害に関係すると考えられている。一方、最近明らかにされてきた自己炎症性疾患においても、炎
症性サイトカインの過剰により内耳障害を生じる病態も明らかにされている。そこで、今回我々
はゼブラフィッシュに炎症性サイトカインを曝露することで、有毛細胞に影響が出るかどうか検
討したので、報告する。

【対象と方法】
実験動物として生後 5 日目の野生型ゼブラフィッシュを用いた。10 匹ずつの群に分け、それ

ぞれ炎症性サイトカイン（IL-1β、IL-6、TNFα）の各種濃度で 1 時間暴露した。その後、4％パ
ラホルムアルデヒドで固定し、標本とした。標本は anti-parvalbumin 抗体を一次抗体とした免
疫組織化学を行い、有毛細胞を標識した。蛍光顕微鏡で側線器（SO1、SO2、O1、OC1：図左 [1]）
の残存有毛細胞を評価した。

【結果】
ゼブラフィッシュの体表から各種炎症性サイトカインに曝露したのみでは、側線器有毛細胞は

ほとんど障害されなかった。ただし、高濃度で曝露した際には、有毛細胞が障害される可能性を
認めた（図右）。

【考察】
今回我々は、有毛細胞傷害に対する炎症性サイトカインの役割を明らかにする新しい実験系を

構築する目的で、ゼブラフィッシュ側線器に炎症性サイトカインを曝露する試みを行った。高濃
度で有毛細胞が障害される結果を得ることができたが、この濃度は通常の in vitro 実験で用いら
れる濃度に比べて、かなり高濃度となる。曝露された薬剤が、有毛細胞に直接取り込まれている
のか、経口的に摂取されて影響しているのか不明な点も多く、新しい実験系として構築するには、
まだ解決すべき課題も残されている。曝露条件を変更して、検討を継続する予定である。

 1）Raible DW, Kruse GJ: Organization of the lateral line system in embryonic zebrafish. J 
Comp Neurol 421(2): 189–98, 2000. Epub 2000/05/17. PubMed PMID: 10813781.
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特発性髄液耳漏の 1 例

藤本　将平、片岡　祐子、菅谷　明子、前田　幸英、仮谷　　伸、西崎　和則
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】
髄液耳漏の多くは真珠腫性中耳炎や外傷、頭蓋内も含めた腫瘍性病変、また内耳および内耳道

の形態異常が原因となり発症し、原因不明のものは非常にまれである。今回我々はいずれの既往
もなく特発性に発症した髄液耳漏例を経験したので報告する。

【症例】
症例は 75 歳女性。201X 年 2 月頃より左耳閉感出現し、近医耳鼻咽喉科で左滲出性中耳炎とし

て耳管通気など治療を受けていた。4 月中旬頃より誘引なく水様性鼻漏出現し、4 月 26 日他の耳
鼻咽喉科医院を受診。左滲出性中耳炎と診断され、鼓膜切開を受けたが、同日夜間睡眠後に、漿
液性の耳漏が多量に出現し、4 月 27 日左髄液耳漏疑いにて当院紹介となった。初診時の局所所
見は、右鼓膜は異常なく、左鼓膜は軽度びらんあり、穿孔が形成されており、鼓室内より無色透
明の漿液性耳漏をみとめた。耳管咽頭口には異常をみとめなかった。標準純音聴力検査では右
21.25dB、左 36.25dB の伝音難聴を呈していた。側頭骨ターゲット CT にて鼓室内、乳突腔に軟
部陰影をみとめるも、部分的には含気がみられ液貯留様であり、耳小骨連鎖の破壊もみられなかっ
た。内耳形態異常、内耳道拡大をみとめなかった。中頭蓋、後頭蓋の骨菲薄化、欠損は明らかで
はなかったが、左前庭水管頭側に 2mm 程度の骨欠損を疑う部がみられた。頭部 MRI では頭蓋
内に占拠性病変をみとめず、硬膜の欠損も明らかではなかった。血液生化学検査にて炎症所見は
みとめなかった。左耳漏はテステープにてブドウ糖 3 ＋であり、髄液耳漏と診断し、初診日より
耳鼻咽喉科入院の上、脳神経外科併診にて座位、半座位安静にて経過を観察した。4 月 30 日に
鼓膜穿孔は閉鎖し、左耳管咽頭口より液漏出が再度出現したが、次第に軽快し、5 月 9 日に退院
となった。しかし 5 月 11 日に再度左耳漏、続いて鼻腔内からの液漏出が出現したため、5 月 16
日脳神経外科入院となった。スパイナルドレナージを施行し、他の外科的治療は行わず髄液耳漏
および鼻漏は消失した。

【考察】
髄液耳漏は小児発症型と成人発症型に分類され、それぞれで原因が異なるとされている。小児

発症型の場合、先天性高度内耳形態異常で内耳道経由での髄液漏が多いとされる。成人発症型の
場合、真珠腫性中耳炎、中耳および頭蓋内腫瘍、手術、外傷などが原因となっていることが多い
が、まれにそのような既往がなく、特発性に発症することも報告されている。特発性の場合、発
症機序は明らかでないが、脳圧亢進や炎症、頭蓋骨皮質骨にクモ膜顆粒が存在し骨を侵食するこ
とにより生じることなどが挙げられている。

治療法としては外科的に瘻孔を閉鎖する必要がある場合が多く、経中頭蓋窩法と乳突削開によ
る経乳突法がある。アプローチに関しては骨欠損の大きさが 2cm 以上である場合や、錐体骨付
近の骨欠損である場合は経中頭蓋窩法が望ましいとされる。本症例では骨欠損部を疑う部が非常
に小さく、部位としても経乳突法ではアプローチが困難であると想定された。髄液耳漏の程度も
軽度であり、炎症所見もなかったことよりスパイナルドレナージのみで改善がみられた。

髄液耳漏自体は非常に頻度が低いが、滲出性中耳炎が疑われる例の中にはこのような疾患が含
まれていることも念頭に診断、治療を行う必要がある。
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髄膜炎を繰り返した Incomplete partition type 1 内耳奇形 の 1 例

森　　裕介 1、稲垣　　彰 1、高木　　亮 1,2、浅岡　恭介 1、茂木　雅臣 2、村上　信五 1

1 名古屋市立大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科学、2 東京慈恵会医科大学附属病院　耳鼻咽喉科学

はじめに
Incomplete partition type 1（IP1）は胎生 4 週で内耳の器官形成が停止し、生じる奇形で、比

較的内耳奇形の程度が強く、Cochlear aplasia, common cavity と並び、嚢状奇形の一つとされて
いる（Jackler RK. et al. Laryngoscope, 1987; Marangos N. et al, HNO, 2002; Sennaroglu L. et 
al., Laryngoscope, 2002、Friedrich SB et al. , Curr topics in Otolaryngol, 2007）。難聴の程度は
高度で、例外はあるものの通常は人工内耳による聴覚獲得が必要となることがほとんどである。
本例では蝸牛内の蝸牛軸側に神経組織が見られないかわりに、通常、外側に神経組織が見られる。
また、蝸牛と内耳道の隔壁の形成不全が見られることも多く、蝸牛開窓に伴い Gusher を 56％の
確率で呈すると報告されている（An-YS et al., Otol neurotol 2014）。外側への神経分布に対応す
るため、外側、内側に同時に電流刺激が可能な full band 人工内耳を挿入することが多いが、人
工内耳の挿入後に中耳、耳管、乳突洞の充填を行うか、あるいは蝸牛開窓部のパッキングのみと
するかどうかについては意見が分かれている。今回我々は、IP1 症例に対して人工内耳挿入後、
中耳炎の好発年齢に達した後に髄膜炎を繰り返し、中耳充填にて髄膜炎のエピソードの消失をみ
た小児例を経験したので報告する。

症例
症例は先天性難聴により当院を紹介受診した 0 歳 5 ヶ月齢の児である。両側とも ABR には反

応なく、DPOAE も refer であった。補聴器装用したが効果得られず、画像検査を行ったところ、
右耳は IP1、左耳は cochlear aplasia であり、内耳奇形による高度難聴と診断した。内耳道 MRI
にて蝸牛神経が同定できず人工内耳の適応かの判断が困難であったことから、発達を待ち再度検
査をする方針となった。2歳齢の際に行ったMRI検査では蝸牛神経と考えられる構造が同定でき、
人工内耳手術の方針となった。

手術では蝸牛開窓を行い、コクレア社、CI24RE（ST）を挿入した。蝸牛開窓に伴い、髄液と
思われる透明の液体の噴出があり、Gusher と考えられた。蝸牛開窓部に対し小筋膜を用いて密
に閉鎖し、髄液の漏出はコントロールできた。特に問題なく退院となった。

その後、経過は良好であり、言葉の表出はないものの、順調に言語リハビリを行っていた。し
かし 3 歳 5 ヶ月齢で肺炎球菌による細菌性髄膜炎により 18 日間、3 歳 10 ヶ月齢で起因菌不明の
髄膜炎により 17 日間、再度翌月には（3 歳 11 ヶ月齢）インフルエンザ桿菌による細菌性髄膜炎
により 15 日間、総合病院小児科へ入院し抗生剤加療を行った。短期間に髄膜炎を繰り返しており、
髄膜炎時に撮影した頭部 CT にて人工内耳挿入側の中耳腔の陰影を認めたため、耳炎性髄膜炎の
疑いにて当科に精査・加療目的に紹介となった。中耳炎の内耳波及に伴う髄膜炎と診断し、準緊
急手術として中耳、乳突洞充填術を行った。術後に聴力閾値の変動は認めなかった。その後は髄
膜炎の罹患を認めておらず、経過は良好である。

考察
IP1 症例に対する人工内耳手術の際、中耳・乳突洞の充填の施行の是非は意見が分かれる。

IP1 症例で中耳・乳突洞の充填していない症例の中には、中耳炎罹患が生じても髄膜炎に至らな
い症例があり、実際に本症例でも 1 回目の髄膜炎の後、5 か月間、髄膜炎の罹患を認めなかった。
しかし、本例の 2,3 回目の髄膜炎のように、反復性に耳炎性髄膜炎が生じる症例もある。また、
細菌性髄膜炎は死亡率が無視できない疾患であること、小児髄膜炎患者の約 2 割が知的障害やけ
いれんなどの重篤な後遺症を残すことも、術式選択の際には考慮すべきと考えられた。
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成人後に反復性髄膜炎を生じた内耳奇形症例

和田　　昂 1、生駒　　亮 2、荒井　康裕 1、磯野　泰大 1、森下　大樹 1、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 国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
内耳奇形とそれに伴うことが多いアブミ骨奇形は、内耳とくも膜下腔の異常交通路を形成する

だけでなく、アブミ骨底板の発育不全や骨欠損を伴うとされ 1）、髄膜炎の原因になることが知ら
れており、その多くは小児期に発症する。今回われわれは成人後に髄膜炎を反復し、初めて内耳
奇形と診断された症例に対し内耳充填術を行い良好な結果を得たので報告する。

【症例】
23 歳、男性。幼少期から両側高度感音難聴を指摘されていたが、原因については特に精査を

受けていなかった。発熱・頭痛および嘔吐のため、当院に救急搬送された。神経内科入院の上、
細菌性髄膜炎と診断され加療され治癒退院した。しかし、退院後約 1 ヶ月で細菌性髄膜炎が再燃
し、原因精査のため当科紹介となった。初診時、右鼓膜は軽度混濁し、左鼓膜には異常所見は認
めなかった。標準純音聴力検査では右聾、左 102.5dB（4 分法）の感音難聴を認めた。側頭骨
CT で両側の蝸牛は Incomplete partition type II の形成不全と前庭の拡大を認めた。内耳道底の
骨は菲薄化しており、内耳道との交通が示唆された。また、右中耳腔、乳突洞内に軟部陰影を認
めた。内耳奇形による耳性髄液漏および内耳道経由での髄膜炎の反復と診断し、当科初診から 1 ヶ
月後に試験的鼓室開放術、髄液漏閉鎖術を施行した。アブミ骨底板に嚢状に拡張した膜性組織を
認め、同部位からの耳性髄液漏であると推察した。キヌタ骨・アブミ骨を摘出すると、前庭窓よ
り髄液が噴出した。前庭窓より内耳腔内に、骨膜・側頭筋肉片・耳介軟骨を挿入し充填したとこ
ろ、髄液漏は停止した。さらに、側頭筋膜と骨パテを用いてフィブリン糊で固定し被覆し、手術
を終了した。摘出したアブミ骨は底板が円状に骨欠損していた。術後 3 ヶ月の側頭骨 CT 所見で
は、前庭は閉鎖され、右中耳腔の軟部陰影も消失した。術後 8 ヶ月現在、髄液漏および髄膜炎の
再発は認めていない。

【考察】
内耳奇形では、しばしばアブミ骨底板の発育不全や骨欠損を伴うとされる。このような骨欠損

は、生下時には膜性に閉鎖され、炎症や圧変化で容易に破綻し、小児期に髄膜炎を生じる原因に
なると考えられている。本症例でもアブミ骨底板中央が円状に骨欠損していたが、小児期に中耳
炎の既往も無く、前庭窓は脆弱であったが閉鎖していたと考えられた。内耳奇形においては内耳
道底の骨隔壁の欠損もしくは脆弱化が gusher の原因になるとされており、本症例でも内耳道底
の骨隔壁の菲薄化による内耳道との異常交通路が疑われた。何らかの原因で前庭窓の結合織が一
旦破綻した後も、耳性髄液漏が改善せずに内耳道経由で髄膜炎を反復したと考えられた。治療方
法として、過去には中耳腔の閉鎖が試みられたが再発率が高いと指摘されている 2）ことから、
近年では内耳を多層に充填する内耳充填術が用いられている 1）3）。本症例でも中耳腔は充填せず
に、内耳腔を多層に充填することで、術後再発無く良好に経過している。

【参考文献】
 1）小田桐恭子、濱田昌史、飯田政弘：成人後に発症した髄膜炎により発見された内耳奇形の 2

症例．Otol Jpn 22(2): 148–152, 2012.
 2）上村晃司、酒井丈夫、水田邦博、他：髄膜炎を反復した内耳奇形手術例．Otol Jpn 2: 316–

320, 1992.
 3）丸毛みゆき、石島　健、高木　明：内耳奇形に伴う反復性細菌性髄膜炎例．耳鼻臨床 97: 

587–591, 2004.
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細菌性髄膜炎をきたした内耳奇形の 2 症例

中島　崇博 1、梶原　　啓 1、平原　信哉 2、中村　　雄 1、後藤　隆史 1、 
奥田　　匠 1、松田　圭二 1、東野　哲也 1

1 宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 鹿児島市立病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】小児の細菌性髄膜炎の感染経路の一つに内耳奇形による髄液漏が挙げられる。細菌
性髄膜炎軽快後に内耳充填術を施行した 2 例を経験したので報告する。

【症例 1】2 歳の女児。新生児聴覚スクリーニングで要精査となり A 病院紹介、ABR にて左聾、
CT にて両内耳奇形（IP-II）、前庭水管拡大を認めた。X 年 9 月から咳嗽、発熱があり、A 病院
小児科入院。後部強直と意識障害を認め、髄液検査から細菌性髄膜炎（細菌検査にて PRSP）の
診断となった。抗生剤投与にて一時軽快したものの、10 月に再度発熱、透明鼻漏あり。同院耳
鼻科診察にて鼓膜混濁、鼻漏の糖陽性を指摘され、内耳奇形による髄液漏からの髄膜炎再発の診
断となったため当院転院となった。左鼻腔から水様鼻漏があり夜間咳嗽が持続する状態であった。
抗生剤継続にて解熱したところで手術計画となり、11 月に施行した。鼓膜混濁あり、鼓室に入
ると透明な貯留液が流出し、アブミ骨底板に瘻孔を認めた。頭部拳上にて髄液湧出が減少したと
ころでアブミ骨を摘出、耳後部結合織を前庭腔に充填し髄液漏停止を確認した。耳介軟骨を採取
して被覆して終了した。術後 7 ヶ月で水様鼻漏や髄膜炎再発を認めない。

【症例 2】7 歳の女児。出生時から AABR にて右難聴を指摘されていたが画像検査は未実施であっ
た。Y 年 8 月細菌性髄膜炎にて B 病院小児科入院。感染源精査の側頭骨 CT にて右内耳奇形（IP-
II）を指摘された。ABR では右無反応であった。内耳奇形による髄液漏からの髄膜炎の診断にて、
髄膜炎軽快ののち手術目的で当科紹介となった。9 月全身麻酔下に手術施行。鼓膜は膨隆してお
り穿刺すると透明な液体（テステープで糖 2 ＋）が流出した。アブミ骨周囲に青色調の嚢胞を認
め、穿刺すると多量の髄液が流出してきた。アブミ骨を摘出すると底板の前脚内側部と中央部に
瘻孔を認めた。筋膜を前庭腔に充填し、髄液漏出が止まったのを確認して底板サイズに削ったキ
ヌタ骨を前庭窓窩に置き、さらに中耳腔にも筋膜を充填した。術後 9 ヶ月経過して髄膜炎再発を
認めない。

【考察】新生児聴覚スクリーニングの普及により早期に難聴が発見され、症例 1 のようにその精
査の過程で内耳奇形が見つかるなど、内耳奇形は早期から認知されるようになった。髄液漏を来
す可能性のある奇形の診断がつけば、中耳炎への注意喚起、髄膜炎を疑う症状があった場合の早
期小児科受診指示など、患者家族への啓発を通して耳性髄液漏からの細菌性髄膜炎発症のリスク
軽減に寄与でき、早期の画像検査は有意義と思われる。内耳奇形に伴う反復性髄膜炎に対する手
術療法としては内耳充填法が一般的であり、本例も筋膜片等を充填して閉鎖した。髄液漏再発予
防の観点からは十分に充填することが必要と思われるが、高度難聴合併例に対する将来の人工内
耳適応の余地を残すため、前庭部分以外の内耳腔温存をはかった部分的充填術の報告もある。中
耳腔側の処置については、症例 1 では耳介軟骨を、症例 2 ではキヌタ骨片と筋膜を前庭窓窩部に
充填して閉鎖した。いずれの症例も髄液ドレナージ等の処置を要さず経過良好であり、過去の報
告同様中耳の充填は必ずしも必要ではないと思われた。
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対応に苦慮している外リンパ瘻の一例

岩波　朋子、伊藤　　健
帝京大学附属病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】外リンパ瘻（perilymphatic fistula）は内耳外リンパ腔と中耳の間に瘻孔が生じ、生
理機能が障害されて眩暈・耳鳴り・難聴等が生じる疾患である。耳かき外傷による外リンパ瘻に
対し、保存的治療・経過観察を行っている症例を報告する。

【症例】58 歳　男性
【主訴】めまい、嘔気、耳鳴り、難聴
【現病歴】綿棒で耳かき中に転倒し左耳内に誤って挿入。直後からめまい、嘔気、耳鳴り、難聴
を認め当院救急搬送された。救急医が診察し、オフロキサシン点耳を処方され帰宅した。症状が
改善しないため翌日当科外来を受診したところ、鼓膜損傷・眼振を認め精査目的に同日入院となっ
た。

【既往歴・家族歴・アレルギー歴】特記事項なし
【鼓膜所見】左鼓膜後半部に穿孔と凝血槐を認めた。
【眼振検査】注視眼振は無し。フレンツェル鏡下に患側（左）向き水平回旋混合性眼振を認めた。
【標準純音聴力検査】左側は 4 分法で 51dB の気骨導差を伴う 71dB の高度混合性難聴
【側頭骨 CT】左外側半規管・前庭に気泡と思われる低吸収域を認めた（付図）
【入院後経過】経緯と画像から左外傷性外リンパ瘻と診断し、保存的治療（副腎皮質ステロイド
薬漸減療法）を開始した。治療終了後、骨導閾値・気骨導差とも改善し、中等度混合性難聴とな
り、眩暈や耳鳴りの症状も軽減した。このため外科的治療には踏み切らなかった。発症 4 ヵ月後
の時点では、左骨導閾値は正常となったものの気骨導差は拡大した。眩暈や耳鳴りは日常生活に
支障がない程度まで回復している。ただしフォローアップ CT において半規管・前庭の気泡は残
存していた。

【本症例の今後の方針について】蝸牛の障害が改善したために手術は施行していないが、予想に
反し内耳の気泡の消失が見られないため、今後再度悪化する可能性もある。飛行機利用等は差し
控えていただいているが、どの時点で解禁すべきかのエビデンスも無い。また、伝音難聴の治療
のための手術についても逆に内耳障害を誘発する可能性（手術時の操作・全身麻酔時の圧変化等
による）もあり、踏み切れていない。対側耳の聴力が良好であるので補聴器使用の希望も無いた
めさらに経過観察を続けるのが現実的かと考えている。
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急性高度難聴発作の数ヶ月前から回転性眩暈を反復した 
外リンパ瘻の 1 例

加藤　永一 1、真鍋　恭弘 2、木村　幸弘 3、藤枝　重治 3

1 福井赤十字病院、2 真生会富山病院、3 福井大学　医学部　附属病院

【症例】34 歳男性
【主訴】回転性眩暈、嘔気、頭痛
【既往歴】痔瘻手術（腰椎麻酔）、片頭痛、過敏性腸症候群、めまいの既往なし。
【嗜好歴】飲酒：なし、喫煙：なし
【現病歴】X 年 4 月こたつに入って転寝をしていた際に回転性めまい出現。翌日頭痛も認め内科
受診。神経学的所見なく、点滴・内服で症状改善し、その後症状なし。7 月就寝中に気が付くと
回転性眩暈出現していたため当科受診。

【身体・検査所見】鼓膜正常、蝸牛症状なし、注視・非注視・頭位変換眼振なし、重心動揺検査、
足踏み試験、Romberg 試験陰性、CP 陰性、フロセミド試験異常なし、内耳造影 MRI で内リン
パ水腫なし

【臨床経過】めまいの原因特定できず、内服で経過観察するも、以後断続的に症状は持続。10 月
に突然左高度感音難聴出現、突発性難聴と診断しプレドニゾロン 60mg/day より漸減投与開始
したところ、左低音域で聴力変動と、仰臥位左下頭位で増強する左向き水平回旋性注視眼振を認
め、左外リンパ瘻を疑い手術加療施行。正円窓に拍動性のリンパ液の漏出を認め、左外リンパ漏
と診断し、内耳窓閉鎖術を施行。手術直後からめまいは浮動感のみとなった。

【考察】4 月、あるいは 7 月の眩暈発症時より外リンパ瘻があったと考えると、瘻の出現と自然
閉鎖を繰り返しながら、10 月の高度難聴発作（外リンパ液の高度漏出）に至ったと考えられる。
本例は手術にて外リンパ瘻と診断し得たが、高度難聴が出現していなければ、外リンパ瘻を疑う
ことはなかった。しかし、外来にて鼓室内の液を採取し、内耳特異的蛋白（cochlin-tomoprotein：
CTP）を確認していれば、外リンパ瘻を診断できていた可能性は否定できない。従来の平衡機
能検査にて原因を特定できないめまい症例の中に外リンパ瘻の症例が含まれている可能性、また
CTP 検査の有用性を示唆する症例と考えられ、興味深い。
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好酸球性中耳炎において耳漏に好中球遊走を認めた症例に関する検討

増田麻里亜 1、江洲　欣彦 1、民井　　智 1、長谷川雅世 1、松澤　真吾 1、 
窪田　　和 1、金沢　弘美 1,2、飯野ゆき子 1,3、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　耳鼻咽喉科、3 東京北医療センター

【はじめに】難治性中耳炎患者では骨導閾値の上昇する感音難聴が引き起こされることがある。
感音難聴は好酸球性炎症や細菌感染に伴う細菌の毒素による細胞障害などの複数の因子が関与し
ていると考えられるが、その詳細は解明されていない。好酸球性中耳炎の診断基準大項目は、好
酸球優位な中耳貯留液が存在する滲出性中耳炎／慢性中耳炎である。この中耳貯留液は黄色膠状
として知られているが、臨床経過においてその性状が変化する症例が存在する。それらの耳漏で
は好酸球のみならず好中球が認められる。昨今、好酸球性気道炎症の一つである気管支喘息にお
いて、エンドタイプ分類が進められている。気管支喘息において、好酸球により惹起された好中
球炎症を認める症例は喘息のコントロールが難しいとされている。今回、好酸球性中耳炎患者に
おいて耳漏を解析し、好中球遊走を認めた症例について検討を行った。【対象】2008 年 4 月から
2017 年 12 月までに当院で両側好酸球性中耳炎と診断され、ステロイド鼓室内投与治療が行われ
た 31 歳から 75 歳までの 43 人 52 耳【方法】対象患者より経外耳道的に鼓膜穿孔より耳漏を採取
し、顕微鏡下に採取検体の好酸球数と好中球数を測定した。計測した細胞数により、好中球と好
酸球の比率を算出した。同検体において細菌培養検査を施行し、感染の有無と起因菌の同定を行っ
た。【結果】対象 52 耳のうち、感音難聴をきたしていたのは 6 耳であった。それらの症例すべて
において、好酸球と同等以上に好中球の遊走を認めていた。また、感染により感音難聴が生じる
ことはすでに報告されているが、その 6 耳のうち感染を認めていない症例が 1 耳あった。対象
52 耳のうち、感染を認めたのは 29 耳であった。感染のない 23 耳の中にも、好中球が好酸球と
同等以上に遊走している症例が 16 耳あった。【考察】好酸球性中耳炎において、難聴進行に耳漏
への好中球の遊走があることが示された。また、細菌感染を認めなくとも、耳漏に好中球を遊走
する症例が存在することがあり、好酸球性中耳炎の耳漏中の好中球遊走が好酸球により惹起され
た可能性が示唆された。耳漏中の好中球が好酸球性中耳炎の内耳障害に関わっている可能性があ
ると考えられた。
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Mepolizumab を導入した気管支喘息合併好酸球性中耳炎 3 症例の検討

福島　久毅、濱本　真一、原　　浩貴
川崎医科大学　耳鼻咽喉科学

【はじめに】好酸球性中耳炎の多くは気管支喘息を合併する。2016 年にコントロール不良な気管
支喘息に対して、分子標的薬である抗 IL-5 抗体 Mepolizumab が保険適応となった。我々は気管
支喘息のコントロール目的に本薬剤を導入した気管支喘息合併好酸球性中耳炎の 3 症例を経験し
たので報告する。

【症例 1】60 歳代、女性。主訴：難聴。既往歴・合併症：30 歳から気管支喘息。好酸球性副鼻腔
炎　（JECREC score 17 点、鼻茸中好酸球数 80/HPF）。現病歴：20 年前頃から両側鼓膜穿孔と
ニカワ状の耳漏を認め好酸球性中耳炎と診断。10 年前頃から鼓室内から発生した耳茸が鼓膜穿
孔部から外耳道へ突出。3 年前に左耳に 1 日で急激に骨導閾値の上昇をきたした。同日からステ
ロイド全身投与をするも聴力および耳内所見は不変。同時期より外耳道へ突出した耳茸を外来に
て切除するが 1 か月後には再増大を認めた。PSL 10-15mg を常用するが中耳炎のコントロール
は不良であった。Mepolizumab 導入前検査所見：血中好酸球 17%。純音聴力検査右聾、左
65dB。耳茸が鼓膜穿孔部から外耳道へ突出、多量のニカワ状の耳漏を認めた（耳茸中好酸球数
80-100/HPF）。副鼻腔 CT で篩骨洞に、聴器 CT では両側鼓室から乳突蜂巣に充満する軟部陰影
を認めた。Mepolizumab 導入後経過：導入 2 か月後、血中好酸球 0.3％。嗅覚改善、ニカワ状鼻
汁減少、鼻茸縮小と好酸球性副鼻腔炎は改善傾向を認めた。しかし、耳内所見は不変。投与 4 か
月後、耳茸切除処置後の再増大は停止した。切除できない鼓室内の耳茸は縮小することなかった

（耳茸中好酸球数 70-80/HPF）。耳漏は不変（好酸球陽性）。CT 検査で、篩骨洞の陰影は消失、
両側鼓室から乳突蜂巣にわずかに含気化を認めた。聴力は不変。現在、PSL は中止している。

【症例 2】50 歳代、女性。既往歴・合併症：20 歳から気管支喘息、PSL5-10mg 内服中。好酸球性
副鼻腔炎に対し 8 年前に ESS を施行（JECREC score 17 点、鼻茸中好酸球数 80-200/HPF、血
中好酸球数 12.4％）。Mepolizumab 導入前検査所見：血中好酸球 6.3％。純音聴力検査にて両側
36.3dB、症例 1 と同様に鼓室内から発生した耳茸が鼓膜穿孔部から外耳道への突出、多量のニカ
ワ状耳漏を認めた。耳茸を切除しても 1 か月後には再増大を認めた。Mepolizumab 導入後経過：
導入 2 か月後、血中好酸球 0.6％。導入 4 か月後、耳茸切除後の再増大は停止した（耳茸組織中
好酸球数20-30/HPF）。切除できない鼓室内の耳茸は縮小することはなかった。鼻汁は消失したが、
耳漏は多量のまま不変（好酸球陽性）。聴力不変。現在、PSL4mg に減量した。

【症例 3】60 歳代女性。既往歴・合併症：5 年前から気管支喘息。10 年前、5 年前の 2 回好酸球
性副鼻腔炎に対して ESS 施行（JECREC score 17 点、鼻茸中好酸球数 150-200/HPF、血中好酸
球数 28.5％）。Mepolizumab 導入前検査所見：血中好酸球 12％。純音聴力検査にて右 30dB、左
50dB、左鼓膜穿孔、左鼓膜から発生した耳茸（耳茸組織中好酸球数 40-50/HPF）。両側黄色粘稠
耳漏あり。Mepolizumab 導入後経過：導入 2 か月後、血中好酸球 1.0％。両側耳漏は停止した。

【考察】今回の 3 症例は難治性喘息に対して Mepolizumab を導入した。Mepolizumab 導入 2 か
月後に血中好酸球は陰転化している。喘息は早期からコントロール良好となり、PSL の中止、
減量ができた。症例 1、2 の重度の好酸球性中耳炎合併例において、導入 4 か月後には副鼻腔炎
は改善し、鼻汁は消失している。耳漏は多量のまま不変、耳茸組織中の好酸球は高値であるが、
耳茸切除後の再増大は停止した。症例 3 の比較的軽症の中耳炎合併例では早期に耳漏停止を認め
た。現在のところ全例聴力は不変のままである。好酸球性中耳炎に対する Mepolizumab の報告
はほとんどない。飯野（2017）は導入数か月後で貯留駅が再発する間隔が長くなった印象がある
としている。本症例において、まず血中好酸球の陰転化および喘息症状の有効性がみられ、次い
で副鼻腔炎の改善が見られた。最後に好酸球性中耳炎の改善傾向が認められている印象があり、
引き続きの経過観察を行う予定である。
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チオプリン関連白血球減少を呈した ANCA 関連血管炎性中耳炎の 1 例

小松田浩樹、長門　利純、岸部　　幹、高原　　幹、片田　彰博、林　　達哉、原渕　保明
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

アザチオプリンは ANCA 関連血管炎の寛解維持療法や再燃時の治療に広く用いられている。
アザチオプリンの副作用としては白血球減少や全頭脱毛があり、その重症化にはチオプリン製剤
の代謝に関わる酵素の遺伝子多型が関与することが知られている。今回我々は、ANCA 関連血
管炎性中耳炎（OMAAV）、多発血管炎性肉芽種症（GPA）の再燃経過中にアザチオプリンを導
入し、著名な白血球減少と全頭脱毛を認めた症例を経験したので報告する。症例は 65 歳の女性。
2009 年 11 月に左耳の違和感を主訴に近医総合病院耳鼻咽喉科を受診した。左慢性中耳炎様の所
見と鼻内の痂皮の付着が認められ、血液検査では PR3-ANCA が陽性であった。GPA 患者に発症
した OMAAV が疑われ当科に紹介となった。当科初診時、左耳の感音難聴および鼓膜肥厚と中
耳の肉芽様病変を認めた。鼻粘膜にも肉芽様の病変が認められたが、肺や腎に病変は認められず、
上気道限局型の GPA と OMAAV と診断した。寛解導入療法としてプレドニゾロン（PSL）
20mg とシクロフォスファミド 25mg による治療を開始し、3 ヶ月で鼓膜は正常化した。ANCA
も陰性化したため PSL とシクロフォスファミドを漸減した。PSL 10mg/ 日単剤を維持量として
治療を継続していた。寛解から 6 年後の 2016 年 3 月に咳嗽、呼吸苦と肉芽種性中耳炎、感音成
分の低下が出現し、胸部単純 CT で肺に多発する腫瘤性陰影が確認された。肺病変は悪性腫瘍や
真菌症などの感染症が否定的であり、GPA および OMAAV の再燃と考え同年 6 月に PSL を
20mg/ 日に増量しアザチオプリン 50mg/ 日の併用を開始した。アザチオプリン投与後 4 週で白
血球数が 260/µL に減少し脱毛も出現した。チオプリン高感受性を疑い、チオプリン製剤の代謝
に関わる nucleoside diphosphate-linked moiety X-type motif 15（NUDT15）遺伝子多型を検索
した。その結果、NUDT15R139C が同定され、本遺伝子多型による白血球減少であることが明
らかとなった。その後は PSL20mg にリツキシマブ 500mg/week を 4 回追加することで寛解が
得られている。ANCA 関連血管炎の寛解後の維持療法や再燃時の治療としては、ステロイドと
アザチオプリンの併用療法が一般的である。日本を含めた東アジアでは欧米と比較してチオプリ
ン製剤の代謝に関わる NUDT15 遺伝子多型が多いと報告されている。本症例はアザチオプリン
投与後に重篤な白血球減少症を生じたため、NUDT15 遺伝子多型を検索したところ、左アジア
人に頻度が高く、早期の白血球減少や脱毛に関連する NUDT15R139C が同定された。本症例の
様に、OMMAV や GPA に対してアザチオプリンを使用する際には遺伝子多型検索を考慮する
必要があると考えられた。
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高度側頭骨破壊性病変を伴う ANCA 陰性 OMAAV の一例

野々村頼子 1、森田　由香 1、窪田　　和 2、高橋　邦行 1、泉　　修司 1、 
大島　伸介 1、山岸　達矢 1、堀井　　新 1

1 新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科

われわれは、高度の側頭骨破壊性病変を呈し、悪性疾患との鑑別に苦慮した OMAAV の一例
を経験したので報告する。

【症例】52 歳女性。X-2 年 12 月、眼科にて原因不明のぶどう膜炎に対してプレドニゾロン（PSL）
30mg 内服治療中に右難聴、右耳痛をきたし当科を受診した。両鼓室の滲出液貯留、鼓膜肥厚と
右外耳道後壁腫脹を認めた。純音聴力検査では 3 分法で右 31.6dB の伝音難聴を認めた。白血球
13720/µl、CRP 6.74mg/dL、ANCA を含め各種自己抗体は陰性で、抗生剤治療を行ったが改善
に乏しかった。側頭骨 CT にて両側乳突蜂巣～鼓室内に軟部組織陰影があり、左側頭頭骨外側壁
を破壊し皮下へ進展していた。頭部 MRI では左中頭蓋窩に肥厚性硬膜炎を認めた。診断確定の
ため、全身麻酔下に左側乳突腔より組織生検を施行した。病理では、肉芽腫や壊死所見は乏しかっ
たが、高度な血管弾性線維の破壊を認め多発血管炎性肉芽種症（PGA）の可能性が高いと考えた。
難治性中耳炎と肥厚性硬膜炎があり、病理所見でも PGA の可能性が高いことから OMAAV と
診断したが、徐々に鼓膜所見は改善し、自覚症状は軽度で肺、腎病変も認めず経過観察とした。
X-1 年 12 月、PSL が 5mg へ減量されると、右外耳道後壁の腫脹が増悪し、右側頭部痛が出現した。
聴力検査では、3 分法で右 61.7dB と増悪を認め、高音域で骨導聴力も低下した。しかしこの時
点でも血清 ANCA は陰性であった。側頭骨 CT では両乳突蜂巣の骨破壊が進行し、頭部造影
MRI では右中頭蓋窩にも高度の肥厚性硬膜炎を認めた。X 年 3 月、悪性腫瘍否定のため骨破壊
病変が進行した右乳突腔から再度生検したが、1 回目と同様の所見だった。現時点でも肺、腎障
害はないが、頭痛が遷延しており、内科にて治療を行う予定である。

【考察】高度の側頭骨破壊性病変を呈した OMAAV の一例を報告した。病理所見はフィブリノ
イド壊死や肉芽腫など PGA に典型的な所見はなかったが、高度の血管弾性線維の破壊像を認め、
臨床所見から OMAAV と診断した。骨破壊の機序は不明である。また、OMAAV では、難治性
中耳炎に進行性の骨導聴力低下などの内耳障害を呈する例が多いが、本症例は PSL を内服して
おり、ANCA は陰性で内耳障害も顕性化しなかったと考えられる。PSL 内服中は病勢の判断が
難しく、鼓膜所見を含めた臨床経過を慎重に観察し治療のタイミングを決定する必要がある。
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IgG4 関連疾患との鑑別が困難であった  
ANCA 陰性 ANCA 関連血管炎性中耳炎の 1 例

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

【背景】
ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）は 2012 年に疾患概念が提唱され、2015 年に診断基

準が策定、2016 年には診療の手引きが発刊された経緯により、耳鼻咽喉科のみならず他科にお
いても徐々に認知が進んできた。一方で、現行の診断基準では鑑別が困難な疾患も存在し、
IgG4 関連疾患はその一つである。IgG4 関連疾患は、高 IgG4 血症および単一もしくは複数臓器
における IgG4 陽性形質細胞浸潤、線維化による局所性腫大、腫瘤、結節、肥厚性病変を特徴と
する疾患である。時に ANCA 陽性を示すことから、最近では部分的に ANCA 関連血管炎と重
複する病態とも考えられており、厳密な鑑別が難しいことがある。今回我々は、血清 IgG4 高値
を伴い、乳突腔病変の病理組織学的検査で IgG4 関連疾患に矛盾しない所見であったにも関らず、
IgG4 値に相関しない病勢の推移を呈したため、総合的に ANCA 陰性 OMAAV と診断し治療を
おこなった症例を経験したので報告する。

【症例】
患者は 60 歳女性。X 年 1 月頃より左難治性中耳炎と混合性難聴を呈し、PSL 少量投与を行わ

れたが症状が改善せず、その後に対側耳も同様の症状を呈し、両側難聴の進行を認めたため、X
年 4 月に当院耳鼻咽喉科を紹介受診した。左外耳道後壁から鼓膜の著明な肥厚および拍動性の耳
漏を呈しており、乳突腔は骨破壊を伴わない軟部陰影で置換されていた。MP3- および PR3-
ANCA は陰性であったが、IgG4 高値を認めた。X 年 5 月より左顔面麻痺を発症したため。乳突
洞病変からの生検をおこなったところ、IgG4 陽性形質細胞を主体とする炎症細胞浸潤を認め、
IgG4 関連疾患の診断基準を満たす所見であった。顔面神経麻痺に対して入院下に PSL 漸減療法
を施行後、外来で PSL 内服の漸減投与を継続したところ、顔面麻痺、耳所見、聴力ともに軽快
を認めたが、X 年 12 月に症状が再燃した . 前回生検では深部の病変を採取できていなかった可
能性があると考えて、左乳突腔深部の肉芽病変より再度生検を行うも、腫瘍性疾患は否定され、
OMAAV に特徴的な多発血管炎の所見も認めず、IgG4 関連疾患に矛盾のない病理組織像であっ
た。しかし、ステロイド投与により血中 IgG 値が低下しているにも関わらず耳所見や難聴が進
行していること、顔面神経麻痺の反復、乳突腔内の肉芽様病変などから、IgG4 関連疾患とも矛
盾する点があり、総合的に ANCA 陰性 OMAAV の可能性が高いと判断し、PSL に加えて免疫
抑制剤の投与を開始した。それにより顔面麻痺、耳所見、聴力共に軽快し、X ＋ 2 年の時点で寛
解維持できている。

【考察】
OMAAV の確定診断には臨床経過、理学的・病理的・生化学的な所見のみならず、種々の鑑

別疾患の除外が必要となる。しかし本症例のように重複する病態を呈し、既存の診断基準では確
実な鑑別診断を下すことが難しいケースもある。今後もOMAAV症例の集積、検討が必要である。
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全身麻酔下鼓室洗浄が奏功した小児難治性中耳炎の 2 例

岩澤　　敬、小川　恭生
東京医科大学八王子医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

近年、小児急性中耳炎は診療ガイドラインが作成され、ガイドラインに沿った治療がなされて
はいるが、難治例、反復例があり、治療に難渋することがある。今回、我々は近医で、投薬加療、
鼓膜チューブ留置を行っても、耳漏が継続した穿孔性中耳炎症例に対し、全身麻酔下に鼓膜切開
を広げ、鼓室洗浄を行い、耳漏停止にいたった 2 症例を経験したため報告する。症例 1：4 歳男児。
経過：前医にて反復性中耳炎で鼓室換気チューブを留置し、以後も耳漏が続き、培養検査にて
methicillin-resistant Staphylococcus aureus（MRSA）が検出された。チューブを抜去し鼓室洗
浄を継続するも、耳漏が続き、精査加療膜的で当院を受診した。初診時鼓膜穿孔を認め、同部位
より拍動性の耳漏を認めた。細菌培養では MRAS が検出された。当院入院しバンコマイシン塩
酸塩の点滴、鼓室洗浄を連日施行したが改善しなかった。抗菌薬をリネゾイドに変更するも改善
はなく、全身麻酔下鼓膜切開を広げ、カテラン針を用い生理食塩水にて、出血、排膿がなくなる
まで洗浄を繰り返した。手術翌日は耳漏を認めたが、術後 4 日目には耳漏がなく、退院となった。
手術 2 週後の再診でも耳漏はなく、以後耳漏は停止している。症例 2：9 歳男児。経過：前医に
て 1 年近く続く、反復性中耳炎で治療されていた。連日鼓室洗浄を行うも耳漏は続き、精査加療
膜的で当院を受診した。初診時鼓膜穿孔を認め、同部位より拍動性の耳漏を認めた。細菌培養で
は Achromobacter xylosoxidans、Pseudomonas aeruginosa が検出された。当院入院し、症例 1
と同様に全身麻酔下鼓膜切開を広げ、カテラン針を用い生理食塩水にて、出血、排膿がなくなる
まで洗浄を繰り返した。手術翌日に退院した。外来での診察でも耳漏はなく、良好な経過であっ
た。まとめ：全身麻酔下鼓室洗浄にて、長期間持続した耳漏が停止した 2 例を経験した。耳漏が
続く難治性中耳炎症例に対する全身麻酔下の徹底した鼓室洗浄は、治療の選択肢として有用と思
われた。
参考文献：
工藤典代金：反復性中耳炎．治療のポイント ENTONI 56.54–61, 2005.

P-42



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 537, 2018

一般耳鼻咽喉科医に対する、耳管疾患に関するアンケート調査

吉岡　哲志、犬塚恵美子、桜井　一生、内藤　健晴
藤田保健衛生大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

（はじめに）日常臨床において、耳管の機能障害に起因する疾患に遭遇する機会は多い。特に耳
管開放症は潜在的な患者数が相当数いることが判っている。筆者の属する日本耳科学会耳管委員
会では同疾患の実態の予備調査や把握、診断基準の策定と出版、耳管検査装置のマニュアル改訂
などの活動がこれまでに行われてきた。しかし一般の耳鼻咽喉科臨床の現場に広く同疾患の概念、
診断法、治療法などが普及しているとは必ずしもいえない。またさらに、耳管狭窄症に関しては、
海外で急速に普及している耳管のバルーン拡張術が今後本邦に導入される動きがあるが、耳管狭
窄症の診断の基準があいまいで、どのような症例を拡張術の適応とするか定まっていない。今回、
耳科学を専門と限定しない一般の耳鼻咽喉科医に対して、耳管疾患の診療についてアンケート調
査を行う機会を得たので報告する。

（対象、方法）対象は本年 3 月に日本耳鼻咽喉科学会東海地方部会に参加した一般耳鼻咽喉科医
である。同日に耳管開放症に関する領域講習を行った為、その機会にアンケートを配布し回収し
た。調査項目は、回答者の年齢や勤務先などの情報のほか、耳管検査装置の有無、検査を行う職
員の職種、行っている検査法、開放症の診断方法、開放症を疑う問診項目、開放症の診断を支持
する所見や症状、開放症の治療方法、遭遇する頻度等である。また、耳管狭窄症にかんして、ど
のような症例をバルーン拡張術の適応と考えるかについて認識を調査した。

（結果）アンケート配布数 175 部、回収 95 部で回収率は 54.3% であった。回答者の平均 51.7±
11.6 歳、医師歴 26.2±11.9 年、開業医 47、大学 22 等であった。

耳管検査装置の有無は有り 37、無し 57 件等で、開業医はあり 9（19.1%）、総合病院勤務はあ
り 5（38.5%）、大学病院勤務はあり 18（85.7%）などの結果であった。行う検査法としては音響
法（嚥下）33 件（89.2%）、音響法（体位変換法）4 件（10.8%）、TTAG7 件（18.9%）、加圧減圧
法 8 件（21.6%）、インピーダンス法 13 件（35.1%）などであった。どのようなときに耳管開放症
を疑うかについては、呼吸性鼓膜動揺 86.8%、体位による症状の変動 85.5%、自声強聴 81.6%、
呼吸音聴取 75.0%、耳閉感 56.6%　等の順であった。耳管開放症の診断につき参考にする所見と
しては問診での体重減少の確認 93.7%、体位による症状変化の確認 87.3%、呼吸性鼓膜動揺の確
認 79.7%　等の順であった。診断基準にのっとって診断しているものは 12 件、診断基準を知ら
なかったのは 19 件であった。耳管開放症に遭遇する数としては 1 ヶ月に 1 例以下 35、1–2 例
31、3–5 例 10、5 例以上 2、10 例以上 1　等の結果であった。行っている耳管開放症の治療とし
ては鼓膜へのテープ貼付 57.3％、生活指導 49.3%、加味帰脾湯の内服 40.0%、生食点鼻 28.0%　
等であった。

耳管狭窄症について、どのようなものを狭窄症としてバルーン拡張術の適応と考えるかどうか
については、高地やトンネルで耳閉感を自己で解除できない 70.9%、手術や外傷による解剖学的
障害 62.0％、保存的に改善しない滲出性中耳炎 59.5%、改善しない鼓膜の癒着や陥凹 58.2%、カテー
テル通気での通気不能 57.0% などの結果で、海外で広く行われている質問紙法による確認は
29.1% の結果であった。

（考察）本調査は開業医の回答がほぼ半数をしめ、また耳鼻咽喉科専門医を対象としており、最
もプライマリな現場での実態を反映しているという点で意味があると考える。耳管検査装置は大
病院では相当数普及しているものの、開業医での普及は 2 割程度であった。耳管委員会では検査
装置が無くても耳管機能障害を判断できるようにすることをポリシーとしているが、妥当である
ものと考えられた。耳管開放症の診断、治療の実態については、2007 年に全国の病院を対象に行っ
た耳管開放症の意識調査の結果とほぼ同様であった。治療としては比較的平易で合併症も少ない
手法が選択されている実情が明らかになった。耳管狭窄症については、問診票による診断を支持
するのは 3 割程度の結果であった。今後狭窄症の診断と治療法の適応判断については検討が必要
であることが示唆された。
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難治性耳管開放症に対する耳管咽頭口縫縮術を施行した一例

原　　將太 1、平井　良治 2、上浦　大輝 1、岸野　明洋 1、大島　猛史 1

1 日本大学医学部付属板橋病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野、2 末広町ヒライ耳鼻咽喉科

〈はじめに〉耳管開放症の治療は内服、生活指導などの保存的治療の他、改善しない難治例に対
しては、耳管ピン挿入術、耳管咽頭口縫縮術、鼓室チューブ留置術等が検討される。今回我々は
耳管ピン挿入を繰り返された耳管開放症難治例に対し、耳管咽頭口閉鎖術を施行したので報告す
る。〈症例〉46 歳　男性〈主訴〉自声強聴、耳閉感、呼吸音聴取〈既往歴〉特記すべき事項なし〈現
病歴〉両側耳管開放症と前医にて診断され、平成 2 ●年■月から両側に耳管ピン挿入を施行され、
徐々に耳管ピンの号数を上げて対応していた。平成 2 ●年■月に左耳に 8 号ピンを挿入していた
が、開放症状が再燃していたため、前医で耳管咽頭口へのジェル注入を施行されていた。前医で
の音響法にて提示音圧低下は認めないが、TTAG にて開放所見が著明であった。前医より遠方
に在住のため、今回居住地により近い当科での手術を希望され、紹介となった。〈初診時現症〉
右鼓膜所見：鼓膜は正常。トインビー法で呼吸性動揺（＋）、上鼓室陥凹（－）左鼓膜所見：鼓
膜は正常。トインビー法で呼吸性動揺（＋）、上鼓室陥凹（－）純音聴力検査：四分法平均聴力　
右 31.3dB 左 38.8dB 左高音域を中心に 10 ～ 40dB 程度の閾値上昇を認めた。ティンパノメトリー：
右 A 型、左 Ad 型。音響法：提示音圧　右 103dB 左 111dB。両側スピーカー音圧上昇不全なし。
TTAG（耳管鼓室気流動態法）：両側開放所見を認めた（図 1）。PHI（Patulous Eustachian 
Tube Handicap Inventory）：両側 40。前傾姿勢にてやや改善あり。幼少期に鼻すすり癖あるも、
現在はなし。生理食塩水点鼻の効果なし。〈経過〉当科初診時から 1 か月後の再診時に症状改善
を認めず、同術式の手術の方針とした。〈手術〉平成 2 ●年■月全身麻酔下左耳管咽頭口縫縮術
を施行した。〈術後検査（術後 3 週）〉音響法：提示音圧　右 110dB 左 111dB。TTAG：右開放
所見（＋）、左開放所見（－）　PHI：右 40 左 36。〈その後の経過〉術後 3 週間後の退院後初回
外来受診時、左側耳閉感はやや増悪あるも、開放症状は改善していた。耳閉感の悪化、滲出性中
耳炎を認めていたため、同側に鼓室チューブ留置術を施行した。術前左耳の TTAG にて認めて
いた開放所見は改善を認めていた（図 1）。術後半年後も自覚症状は改善し、開放所見を認めて
いない。PHI も左耳にて 20 であり、良好な経過をたどっている。現在は加味帰脾湯内服のみに
て経過観察としている。現在は右側の手術を検討しつつ経過観察中である。
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術後鼓膜陥凹は回避できるのか？ 
―鼓膜陥凹耳における耳管機能補助・代替治療による陥凹予防について

陣内　自治 1、川田　育二 3、武田　憲昭 2

1 今井耳鼻咽喉科疾患研究室、2 徳島大学耳鼻咽喉科、3 吉野川医療センター耳鼻咽喉科

中耳真珠腫に対する鼓室形成術後や、再形成性真珠腫症例で耳管機能異常が原因と考えられる
症例に対し、積極的に耳管機能を修正する治療方針により再陥凹を回避できた症例を経験したの
で報告する。鼓膜陥凹を来す耳管機能異常に対し、耳管開放状態なのか？、耳管狭窄状態なのか？
すなわち開放耳管をブロックするべきなのか？、狭窄耳管を通すべきなのか？慎重に検討した上
で、鼓室形成術施行時または単独で耳管ピン留置術および換気チューブ留置術の同時手術を併設
した。症例 1）45 歳女性　右真珠腫性中耳炎に対し鼓室形成術施術後、10 年目に再陥凹し難聴
を訴え受診。AB-gap の増大による聴力低下を認めた。鼻すすりによる耳管ロックも不能となり
自声強調が常時起こっていた。開放耳管と考え、再手術の際、耳管ピン挿入術、チュービングを
併施した。術後、自声強調は消失、聴力改善も得られ鼓膜所見でも陥凹見られなくなり再陥凹の
リスクは回避されたと考えられた。症例 2）10 歳女性　右先天性中耳真珠腫に対し他院耳鼻咽喉
科で staged tympanoplasty を受けた。術後より外耳道陥凹傾向は認められたが、僻地在住のた
め耳管処置を十分に受けられなかった。翌年耳小骨連鎖再建術を受けたが、鼓膜陥凹傾向著しく、
十分な聴力改善が得られなくなり耳管処置の必要性を説明したが頻回の耳管処置ができなかっ
た。バルサルバ法での耳管通気もできず、自己通気補助器具としてオトヴェンント（Otovent, 
Abigo Medical, Swiss：輸入取扱、株）名優）を導入した。風船をふくらませる圧により狭窄耳
管を通し中耳陰圧を解除を期待し導入後 1 ヶ月頃より陥凹傾向消失し、術後自己通気できている
限りは聴力は保たれ、鼓膜陥凹は回避できると考えられた。鼓室形成術後の耳管機能異常に積極
的介入を行い、開放耳管には耳管ピン挿入術とチュービング、狭窄耳管にオトヴェントを導入し
鼓膜陥凹を回避出来た症例を報告した。鼓室形成術後の鼓膜陥凹傾向に対しては開放耳管の鼻す
すりロックと耳管狭窄と両方の可能性がある。耳管機能検査はもとより、自覚症状、耳管閉塞テ
スト、耳管通気処置などを複数回行い、総合的に判定することが重要であると考えられた。開放
耳管に対しては積極的に耳管をブロックし、経外耳道的に換気を行う方法により中耳の
atelectasis を回避方法として提案する。耳管開放症に対する耳管ピン留置手術は、速やかに症状
が改善されるため患者に効果が分かりやすい治療法である。また抜去も可能な可逆的な治療法で
あるため耳管機能を見極め、中耳 atelectasis を予防できる可能性があるのではないかと考えら
れた。（underconstruction）
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当科におけるアブミ骨手術の術後聴力成績

遠藤周一郎、田中　翔太、増山　敬祐
山梨大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

（はじめに）耳硬化症に対するアブミ骨手術は、欧米では揺るぎのない術式として位置づけられ
ている。一方我が国においては、耳硬化症の発生頻度が欧米白色人種に比べると圧倒的に少ない
ことから、アブミ骨手術の手術成績の報告は近年増えてはきているが欧米に比べると少ないのが
現状である。当科では 2013 年より耳硬化症に対するアブミ骨手術を開始しており、現在まで 20
耳を超える症例を経験してきた。これまで施行してきたアブミ骨手術を振り返り、術後聴力成績
について検討を行ったので報告する。（対象）対象は、2013 年 11 月から 2017 年 12 月までの約 4
年間に、当科で耳硬化症の診断にて初回アブミ骨手術を施行し、術後 6 ヶ月以上経過した聴力が
判定できた 16 症例 19 耳。（方法）1.　性別、年齢、患側、分類　2.　術前・術後聴力の変化　3.　
聴力改善成績　4.　合併症の有無を検討した。聴力改善成績の判定には、日本耳科学会聴力改善
成績判定基準 2010 年案および米国耳鼻咽喉科頭頸部外科学会（AAO-HNS）ガイドラインを使
用し、術後聴力は術後 6 ヶ月の時点での聴力を使用した。また、AAO-HNS 基準案を用いた判定
の際には、3kHz の域値は 2kHz と 4kHz の域値の平均で代用した。アブミ骨手術は、全例全身
麻酔下耳内法アプローチとし、アブミ骨の脚の切断および底板に小開窓を行う際には、CO2 レー
ザーを使用した。また、全症例人工アブミ骨としてシャフト径 0.6mm のテフロンピストンを使
用した。（結果）性別は、男性 6 症例 8 耳、女性 10 症例 11 耳とやや女性が多かった。年齢構成は、
20-73 歳で平均 52±17.4 歳、中央値 59 歳で、患側は右が 11 耳、左が 8 耳であった。また、両側
性が 8 症例、片側性が 8 症例であった。全症例の術前聴力の各周波数の平均を見てみると、気導
聴力は 60-70dB で、低音域ほど A-B gap が大きい stiffness curve を呈し、さらに 2000Hz の骨導
域値上昇を認め（Carhart’s notch）、耳硬化症に特徴的な聴力像であった。術前術後の 2000Hz
の骨導域値をみてみると、術前に比べ術後の骨導域値は平均 7.4dB 改善していた。日本耳科学会
聴力改善成績判定基準 2010 年案を用いると、A-B gap15dB 以内が 19 耳中 15 耳（78.9%）、聴力
改善 15dB 以上が 19 耳中 16 耳（84.2%）、聴力レベル 30dB 以内が 19 耳中 8 耳（42.1%）で、全
体の成功率が 84.2% であった。また米国耳鼻咽喉科頭頸部外科学会（AAO-HNS）ガイドライン
を用いると術後気骨導差 10dB 以内の成功率は、73.7% であった。術後合併症は、感音難聴、め
まい、顔面神経麻痺などの重篤な合併症は 1 例も生じていなかった。（考察）日本耳科学会聴力
改善成績判定基準案を用いた他施設の報告を見てみると、聴力改善成功率は 90% 以上であり、
当科の今回の結果（84.2%）はやや悪い結果であった。また、AAO-HNS 基準案を用いた欧米の
報告では、成功率は 70-90% であり、やはり当科の結果は 73.7% とやや悪かった。今後、聴力改
善不成功例の詳細を検討し、成績を上げていく必要があると考えられた。
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高・重度難聴の耳硬化症に対するアブミ骨手術成績の検討

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

【はじめに】
耳硬化症に対するアブミ骨手術は非常に有効であるが、聴力低下や骨脱灰が高度に進行した例

では十分な聴力改善が得られない場合も少なくない。今回、高・重度難聴の耳硬化症におけるア
ブミ骨手術の術後成績を検討した。

【方法と対象】
2010 年 1 月から 2018 年 1 月までに耳硬化症と診断され当科でアブミ骨手術を行なった症例の

うち、術前の標準純音聴力検査で 70dB（3 分法）以上であった高度・重度難聴症例 27 耳（21 例）
を対象とした。男性 6 例、女性 15 例、平均年齢 59.1 歳（17-79 歳）、術前気導聴力（3 分法）は
平均 82.7dB（70-118dB）、術前骨導聴力（3 分法）は平均 42.5dB（18.3-68.3dB）であった。これ
らのうち高度難聴（70dB 以上 90dB 未満）は 21 耳、重度難聴（90dB 以上）は 6 耳であった。
2010 年の日本耳科学会判定基準に基づいて聴力成績の判定を行ない、術前聴力による聴力改善
の違いについても検討を行なった。術後聴力の平均観察期間は 29.8 ヶ月（2-79 ヶ月）であった。

【結果】
日本耳科学会判定基準（3 分法、術前骨導使用）において術後気骨導差 15dB 以内は 15/27 耳

（55.6%）、聴力改善 15dB 以上は 21/27 耳（77.8%）、聴力レベル 30dB 以内は 6/27 耳（22.2%）で
あり、成功例に該当したのは 21/27 耳（77.8%）であった。術後気骨導差（0.5、1、2、3kHz の 4
周波数平均）10dB 以内は 16/27 耳（59.3%）、11-20dB は 6/27 耳（22.2%）、21-30dB は 1/27 耳（3.7%）、
31dB 以上は 4/27 耳（14.8%）であった。術後気骨導差 31dB 以上の 4 例の内訳は高度難聴例が 1
例、重度難聴例が 3 例であった。

高度難聴と重度難聴の 2 群に分けて行なった検討では、日本耳科学会判定基準で成功例に該当
したのは重度難聴群で 18/21 耳（85.7%）、高度難聴群で 3/6 耳（50.0%）（有意差無し）、4 周波
数平均での術後気骨導差 10.0dB 以内は高度難聴群で 15/21 耳（71.4%）、重度難聴群で 1/6 耳

（16.7%）（p＜0.05、X2 乗検定）であった。術後気導聴力改善（3 分法）は高度難聴群で平均
28.8dB、重度難聴群で平均 15.3dB と有意差を認めなかったが、術後気骨導差（4 周波数平均）
は高度難聴群で平均 9.6dB、重度難聴群では平均 28.8dB と有意差を認めた（p＜0.005、Mann-
Whitney U 検定）。重度難聴 6 耳の内 2 耳はアブミ骨手術後に人工内耳埋め込み手術を行なった。

【考察】
90dB 以上の重度難聴例では術後気骨導差は大きく、アブミ骨手術での十分な聴力改善は厳し

いと思われた。しかし、平均 15.3dB の気導聴力改善を認める事や、アブミ骨手術後に人工内耳
埋め込み術を選択できる事もあり、まずアブミ骨手術を第一選択として考え術後に人工内耳や補
聴器の使用などを考えるのが良いと思われた。
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鼓室硬化症によるアブミ骨固着に対するアブミ骨手術

佐々木　亮、清水目奈美、武田　育子、三橋　友里、松原　　篤
弘前大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

〈はじめに〉
鼓室硬化症は中耳腔内に硝子様変性や石灰沈着をきたし、その硬化性病変が耳小骨周辺に及ぶ

ことにより伝音難聴をきたし鼓室形成術の適応となるが、アブミ骨周囲に硬化性病変が及んでお
り、その可動性が制限されている場合にはその処理については議論が分かれるところである。内
耳障害の可能性を考慮して補聴器にて対応するという意見も多く見られる。積極的な手術として
は、一つには硬化性病変を除去しアブミ骨の可動性を回復させる方法がある。しかし長期的には
再硬化が生じるという報告もある。それに対し内耳障害のリスクは高くなるが、アブミ骨手術を
行う方法も示されている。

今回我々は、アブミ骨周囲病変があり鼓室形成術では聴力改善が得られなかった鼓室硬化症に
対しアブミ骨手術を行い、その効果を検討したので報告する。

〈対象〉
2015 年 4 月 1 日からの 3 年間に当科でアブミ骨手術を行った鼓室硬化症 4 例である。15 ～ 66

歳（平均 48.8 歳）、男性 2 例、女性 2 例であった（表参照、症例 1 ～ 4 は手術施行順に記載）。
症例 2、4 は慢性穿孔性中耳炎のために鼓室形成術を行った際にアブミ骨の固着を確認し段階手
術とした。症例 1 は癒着性中耳炎で段階手術を行ったが聴力改善が得られず、3 回目にアブミ骨
手術を行ったものである。症例 3 は 20 年以上前に鼓室形成術を施行されており、その手術記録
上にアブミ骨固着の記載があった症例である。

〈結果〉
症例 2 は初回手術時に耳小骨連鎖を保存していたため stapedotomy を施行した。その他の症

例は stapedectomy とし、症例 1、3 は自家軟骨にて、症例 4 は Malleus attachment prosthesis
を用いて伝音再建を行った。

下記表に耳科学会聴力改善基準に基づく聴力改善の結果を示す。基準によると成功例は 3 例で
あった。症例 4 は骨導閾値の悪化を認め、聴力改善は得られなかった。

〈考察〉
アブミ骨周囲病変を伴った鼓室硬化症に対しては、和田ら（2010）は硬化性病変を徹底的に除

去することにより良好な聴力が得られるとしている。一方、三代ら（1995）や河野ら（2006）は
アブミ骨手術で良好な成績であったと報告している。海外の報告でもこの点は意見が分かれてい
るところである。また、近年は Vibrant Soundbridge（VSB）をはじめとした人工中耳が開発、
臨床導入がされてきており、今回検討したような鼓室形成術にて聴力改善が不十分な症例には良
い適応とも考えられ、今後の検討を進める予定である。
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当科における Only hearing ear の手術症例の検討

神前　英明、清水　猛史
滋賀医科大学　医学部　耳鼻咽喉科

（はじめに）対側耳に高度難聴がある唯一聴耳（only hearing ear）の耳科手術は、手術に伴うリ
スクを十分に説明した上で、熟練した術者による慎重な手術が望まれる。手術においては特に、
耳小骨周囲の操作をより慎重に行う必要がある。当科における only hearing ear の手術症例につ
いて検討した。（症例）2006 年から 2018 年までの 12 年間の間に当科で only hearing ear の手術
を行ったのは 5 例 5 耳であった。対側耳の平均聴力レベル（3 分法）が 90dB 以上で良聴耳の手
術を行った症例を抽出した。良聴耳のうち 3 耳が真珠性中耳炎、2 耳が慢性中耳炎にであった。
対側の高度難聴の原因はそれぞれ先天聾 1 耳、真珠腫性中耳炎術後 2 耳、慢性中耳炎術後 2 耳で
あった。術後の聴力成績（日本耳科学会 2010 年案）は、成功例が 5 耳中 4 耳（80％）であった。
以下に症例の詳細を記載する。症例 1 は 25 歳男性、右真珠腫性中耳炎。生下時から左聾であった。
右難聴の進行がみられたため手術を行った。術前の聴力は右 55dB、左 scale out であった。真珠
腫は上鼓室と乳突洞内に充満し、一部 facial recess に侵入していた。Canal wall down で真珠腫
を摘出し、耳介軟骨で外耳道後壁の再建と耳小骨連鎖の再（IIIc）を行った。術後 2 カ月現在の
聴力成績は右 38.3dB である。症例 2 は 35 歳女性、左真珠腫性中耳炎。右真珠腫性中耳炎の内耳
進展による手術歴があり聾状態であった。術前聴力は右 scale out 左 23.3dB。外耳道真珠腫が乳
突洞内に侵入し外耳道は後壁から下壁にかけて骨欠損があり、キヌタ骨体部も一部欠損していた。
母膜を摘出し外耳道後壁を耳介軟骨で再建した。耳小骨連鎖は保たれていたため I 型で手術を終
えた。術後聴力は左 20dB である。症例 3 は 63 歳、女性、右慢性中耳炎。左耳は以前より混合
難聴を認めた。右耳に耳掛型補聴器を装用していた。術前の聴力は右 75dB 左 93.3dB。ご本人の
強い手術希望があった。緊張部に鼓膜穿孔があり、鼓室内に肉芽が充満し、キヌタ骨短脚・長脚
は欠損していた。耳介軟骨で IIIc 型の再建を行った。術後聴力は右 55dB である。症例 4 は 74 歳、
女性、右慢性中耳炎。左耳は慢性中耳炎による手術歴がある。右耳に感染を繰り返し、徐々に骨
導聴力が低下した。右補聴器は、耳漏により使用できない日々が続いていた。術前聴力は右
91.7dB 左 93.3dB。右鼓膜緊張部に大穿孔があり、ツチ、キヌタ骨周囲に肉芽が充満していた。
慎重に耳小骨周囲の操作を行い I 型で手術を終えた。術後の聴力は右 76.7dB で補聴器を装用し
ている。症例 5 は 75 歳、女性、右中心穿孔型真珠腫性中耳炎。左耳は真珠腫性中耳炎の手術歴
がある。右耳漏を繰り返し、術前聴力は右 75dB 左 93.3dB であった。真珠腫は乳突洞に一部進
展し、キヌタ骨長脚が欠損していた。乳突洞は皮質骨・耳介軟骨・骨パテで充填し、IIIc 型再建
を行った。1 年後に鼓室内に遺残性再発をきたしたため再手術を行った。アブミ骨周囲の母膜を
摘出し、IVc 型で再建した。術後聴力は右 85dB である。（考察）Only hearing ear に対して真
珠腫性中耳炎では手術を積極的に行うが、慢性中耳炎では慎重に適応を判断する必要がある。耳
漏を繰り返す症例や聴力改善が見込める症例に手術をすすめることが多い。両側高度難聴例に対
しては、術前から聴力悪化時の人工内耳を含めた追加治療に言及しておく必要がある。
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耳科手術における有茎組織弁使用例の検討

　中平　真衣 、三浦　　誠 、暁　久美子 、山田光一郎 、木村　俊哉 、 
谷上　由城 

日本赤十字社　和歌山医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】耳科手術において外耳道後壁再建や乳突洞充填が必要となったり、大きな組織欠損
を生じた場合、有茎組織弁を用いた被覆や充填が用いられることがある。当科で有茎組織弁を使
用した症例について検討し、代表例について報告する。【対象】当科で 2017 年 3 月から 2018 年
3 月までに行った耳科手術 136 例のうち、有茎組織弁を使用した例は 16 例であった。病名は弛
緩部型真珠腫 3 例、真珠腫性中耳炎再発が 6 例、外耳道真珠腫が 2 例、二次性真珠腫、錐体尖真
珠腫、外耳道癌、Cavity problem、耳性髄膜炎が各 1 例であった。【結果】用いられた有茎組織
弁は耳後組織弁、側頭筋膜弁、側頭筋弁、胸鎖乳突筋（SCM）弁で、個々の症例に応じ組み合
わせ使用した。各有茎弁の使用症例数は耳後部組織弁が 7 例、側頭筋弁が 5 例、側頭筋膜弁と耳
後組織弁の併用が 3 例、側頭筋弁と SCM 弁の併用が 1 例であった。16 例中、15 例で乾燥耳に
至り、乾燥耳となるまでの期間は、術後 1 ヵ月半から 4 ヵ月程度であった。代表例を示す。【症例】
75 歳男性。発熱とめまいを主訴に受診。右耳は術後耳で上鼓室に肉芽があるが、真珠腫を疑う
所見はなかった。純音聴力検査で右 105dB、左 83dB の混合性難聴を認め、左向き水平回旋混合
性眼振あり。側頭骨 CT にて右鼓室乳突洞内に軟部組織陰影を認めたが、明らかな内耳瘻孔や内
耳奇形、中後頭蓋窩底骨欠損は認めず、CWU 術後耳と考えられた。左耳と比較すると右耳の蝸
牛水管がやや目立つ症例であった。内耳炎を疑い入院の上抗菌薬加療を開始し、頭痛精査のため
の髄液検査にて細菌性髄膜炎の所見を得た。感染巣のコントロール、感染経路検索目的に手術加
療となった。鼓室内は膿汁貯留し、アブミ骨の奇形があり可動性は過剰で、前庭窓からの排膿を
認めた。前庭窓蝸牛水管由来の感染を疑い内耳充填を行った。上鼓室乳突洞には広範に肉芽を認
め、CWD とした。鼓室乳突洞の上皮欠損が広範であったことに加え、血流のある有茎組織弁を
使用することで抗菌薬移行の安定化を狙い、有茎側頭筋膜弁、耳後組織弁を採取し、鼓室乳突洞
に充填した。術後、頭痛発熱は速やかに消退し、耳内は概ね 2 か月程度で上皮化完了した。【考察】
側頭筋弁・側頭筋膜弁や SCM 弁は血流に富んでおり、感染制御や早期の上皮化を可能にすると
思われる。耳後組織弁は簡便であり使用症例数も多いが、組織量の少なさや血流の問題がある。
また、側頭筋膜弁にも共通することだが術後耳の場合は使用できない可能性がある。十分な組織
量を必要とする場合には、側頭筋弁や SCM 弁の使用が望ましいが、特に SCM 弁においては皮
膚切開を頸部まで広げる必要があり、耳科手術においては少し煩雑となる。個々の症例に応じた
組織弁の選択が必要と思われた。
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癒着性中耳炎に対し生理食塩水鼓室内注入による 
鼓膜の岬角からの剥離術を行った 1 例

安齋　　崇 1、角田　篤信 1、池田　勝久 2

1 順天堂大学付属　練馬病院　耳鼻咽喉・頭頸科、2 順天堂大学耳鼻咽喉科学講座

鼓室換気チューブ留置は癒着性中耳炎や鼓膜接着（アテレクターシス）に対する治療の一つと
して適応がある。しかし岬角に鼓膜が広範に接着あるいは癒着しているケースでは長期留置型の
チューブ留置が困難な場合がある。耳管通気による鼓膜の挙上も方法の一つであるが、小児では
通気管を使用しての耳管通気処置は困難であり、また気脳症などの重篤な合併症を来す例も散見
される。小児では全身麻酔下にチューブを留置するケースも多く、その際に笑気麻酔が閉鎖腔内
圧を上昇させる作用利用して鼓膜を鼓室から剥離させるのも一つの方法であるが、笑気麻酔の使
用では鼓膜が岬角から剥離されないケースも存在する。さらに、接着あるいは癒着のあるまま鼓
膜切開をして、鼓室内の浸出液を吸出した際には、そこから鼓膜を挙上させるのはさらに困難で
ある。そこで我々は小児の癒着性中耳炎に対する鼓室換気チューブ留置術の際に笑気麻酔でも鼓
膜が挙上されない症例に鼓室内に生理食塩水注入を行い岬角に癒着した鼓膜を剥離させた。

症例は 5 歳男児、両側の癒着性中耳炎があり、耳鼻科開業医から当院へ紹介。右浸出性中耳炎
と左癒着性中耳炎の診断で全身麻酔下に両側への鼓室換気チューブ留置術を計画した。全身麻酔
の際に笑気を使用して鼓膜が挙上することを期待したが、両側とも挙上されなかった。右は鼓膜
の鼓室内への癒着はなく通常通り鼓膜を切開し、鼓室内の浸出液を吸出した後に長期留置型の鼓
室換気チューブ（KOKEN-B(R)）を留置。左は術前の評価のとおり鼓膜が鼓室内に癒着していた
ため、癒着を剥離して鼓室換気チューブを挿入するスペースを確保する必要があった。そこで
22G のカテラン針と 2.0cc のシリンジを用いて前上象限から生理食塩水を鼓室内に注入し、鼓膜
の癒着を剥離した。生理食塩水と共に内用液を吸い出すと鼓膜は岬角から剥離された。穿刺孔を
広げ、鼓室換気チューブ（KOKEN-B(R)）を留置した。

生理食塩水鼓室内注入による剥離術は新たなデバイスの使用を必要とせず、また安全にかつ簡
単に施行できる方法として有用であった。ただし、癒着性中耳炎の患者の鼓膜が菲薄化している
ので、鼓膜を破裂させないよう注入圧への注意が必要である。
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片側性滲出性中耳炎の長期経過

小林　一女、水吉　朋美、浜崎　泰佑、時田江里香
昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

われわれはかつて片側性 OME 症例の臨床像を報告した。今回は片側性 OME 症例の長期間経
過について報告する。
対象・方法

対象は 11 ～ 21 歳の男性 6 例である。当院の初診時年齢は 2 ～ 14 歳、経過観察期間は 4 ～ 15
年である。診療録より後方視的に検討した。40dB 以上の難聴、鼓膜の病的所見（アテレクター
シス、癒着、貯留液）、画像検査による乳突蜂巣の発育・含気不良、自覚症状（難聴、閉塞感、
自声強聴）が認められた場合にチューブ留置の適応とした。鼓膜の病的所見が改善した、聴力
25dB 以内の場合を治癒と判断した。
結果

10 歳以降に初診した症例 1 ～ 3 は学童期に難聴を自覚する、学校検診で指摘された症例である。
初診年齢が 5 歳以下の症例 4 ～ 6 は反復性中耳炎から貯留液が遷延した症例である（図）。鼓膜
所見は青色鼓膜 2 例、アテレクターシス 2 例、上鼓室陥凹が 1 例認められた。40dB 以上の難聴
を呈した症例はない。治療は自己通気 3 例、鼓膜切開 2 例で、チューブ留置は全例に行った。治
癒と判断した症例は 2 例、チューブ抜去後の小穿孔残存が 2 例、アテレクターシス 1 例、上鼓室
陥凹 1 例である。
症例 3　21 歳

10 歳、難聴を自覚して来院。アレルギー性鼻炎、喘息の既往があり鼻すすり癖がある。高度
のアテレクターシスを呈し、11 年の経過中 5 回のチューブ留置をおこなった。チューブが抜け
ると耳閉塞感、違和感を強く訴えた。画像上乳突蜂巣の含気は改善している。現在小穿孔が残存
し、穿孔閉鎖の適応について検討中である。
症例 4　17 歳反復性中耳炎の加療目的に 2 歳時に初診。一側の中耳貯留液が遷延し、鼓膜はアテ
レクターシスを呈した。14 歳時に上鼓室陥凹（Tos 分類 II）を認めた。アレルギー性鼻炎の既
往があり、鼻すすり癖がある。15 年間に自己通気治療、4 回のチューブ留置を行った。チューブ
脱落後、上鼓室陥凹の進行はないが、経過観察を行っている。画像で乳突蜂巣に軟部組織陰影が
残存している。
考察・まとめ

OME は合併症が無ければ中等度以上の難聴を示す事はない。従って鼓膜所見、自覚症状の改
善が治療の目的となる。学童期以降も鼓膜所見が不良の症例は鼻すすり癖のある耳管開放型の
OME と考える。チューブ留置中は耳の違和感（自声強聴など）が軽快した。症例 3 は乳突蜂巣
の含気が改善してもチューブが抜けると悪化を繰り返した。症例 4 は 4 回のチューブ留置を行っ
ても上鼓室陥凹を生じた。鼻すすり癖の有無は片側性 OME においても治療方針選択の重要な因
子であると考えられた。
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鼓室内に鼓膜換気チューブが脱落していた症例の検討

小宅功一郎 1、成川陽一郎 1、武田　悠輝 2、小林　　斉 1、小林　一女 3

1 昭和大学藤が丘病院耳鼻咽喉科、2 関東労災病院耳鼻咽喉科、3 昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

【はじめに】
鼓膜換気チューブ留置術は Armstrong が 1954 年に初めて報告して以来、耳鼻咽喉科ではどの施

設でも行われている、ごくありふれた手技の 1 つである。滲出性中耳炎をはじめとする中耳に貯留
液のある疾患や急性中耳炎など耳漏をともなう炎症性疾患に有用とされている。合併症として鼓膜
穿孔や石灰化、耳漏、聴力低下が多く報告されているが、中耳腔へのチューブ脱落もわずかながら
報告されている。

鼓膜が閉鎖しても鼓膜切開をして摘出できることがほとんどであるが、症例によっては、耳管鼓
室口や耳小骨付近にチューブが迷入することもあるため、切開だけで摘出が困難な場合もある。今
回我々は鼓膜チューブの鼓室内脱落後に鼓膜閉鎖されていた 5 例を経験したため、報告する。

【症例 1　　2 歳男児】　
他院で 2 歳半時に両側鼓膜換気チューブ留置術を施行された。その後近医耳鼻咽喉科で経過観察

されていたが、3 ヶ月後に鼓室内に脱落し透見される鼓膜チューブを認め当院へ紹介となった。全
身麻酔下に鼓膜切開施行したがチューブを確認できず、0°内視鏡を用いて耳管鼓室口付近にある
チューブを確認し摘出しえた。

【症例 2　　22 歳女性】
近医耳鼻咽喉科にて 5 歳から 12 歳まで鼓膜換気チューブを留意されていた。外傷性外耳炎にて

近医耳鼻咽喉科受診した際に偶発的に鼓膜奥に透見されるチューブを認め紹介となった。局所麻酔
下にて鼓膜切開し摘出しえた。

【症例 3　　81 歳男性】
上咽頭の唾液腺導管癌により急性中耳炎を繰り返したため当院で鼓膜換気チューブ留意術を施行

した。チューブ留置から半年後に鼓室内に脱落し透見されているチューブを認めた。局所麻酔下に
鼓膜切開し摘出しえた。

【症例 4　　44 歳女性】
好酸球性中耳炎のため当院で鼓膜換気チューブ留置後、他院で経過観察されていた。他院にて経

過観察中に鼓膜が閉鎖しチューブが鼓室内に脱落している可能性が高いとの事で当院紹介となっ
た。局所麻酔下で鼓膜切開し摘出しえた。

【症例 5　　14 歳男性】
滲出性中耳炎のため他院で鼓膜換気チューブ留置術を施行されていたが、数年後鼓膜が閉鎖し鼓

室内に異物があるとのことで当院紹介となった。初診時の所見では鼓膜は正常であり、異物を疑う
所見もなかった。CT を撮影したところ耳管鼓室口付近に異物を疑う所見があったため、全身麻酔
下で手術を行った。鼓膜切開し内視鏡下に観察を行ったがチューブを確認できなかった。鼓膜を挙
上したところ耳管鼓室口にチューブが嵌入していたため摘出。その後鼓膜形成術を行った。

【考察】
鼓膜換気チューブの鼓室脱落は 0.1 ～ 0.6％と報告されている。原因としては鼓膜をチューブと

比べ大きく切開しすぎたことや、適切に挿入された場合においても 2 次的に中耳腔の陰圧により鼓
室内に引き込まれることなどが考えられている。チューブの鼓室内脱落による有害事象として感染、
外リンパ瘻、めまい、肉芽形成、反復性出血、コレステリン肉芽腫症などが報告されている。

これらの合併症が報告されているため、鼓膜から透見されるチューブを認めた場合は早期摘出が
第一選択となる。もしも鼓膜換気チューブ留置後にチューブの行方が分からなくなり、原因不明の
慢性的な感染、肉芽形成などの症状を認めた場合は鼓室内脱落を念頭に置かなければならない。ま
ずは侵襲のない聴器 CT の施行がすすめられるが、肉芽や貯留液と混ざり鼓膜チューブの有無の判
断が困難である場合もあり、その際は試験的に外耳道側からの鼓膜挙上や内視鏡による中耳観察を
試みる必要があるだろう。

摘出方法については文献上多くの症例で鼓膜の再切開にて容易に摘出が可能と報告されている。
しかし鼓膜換気チューブが実際に中耳内に脱落すると中耳粘膜が滑りやすいため鼓室岬角、下鼓室
蜂巣、正円窓窩、耳管鼓室口などの凹凸に移動してしまい直視不能であり摘出困難となった報告も
ある。その際は内視鏡を使用し中耳内全体を観察することで発見が可能となる。0°の内視鏡でも発
見困難であった場合に 30°の斜視鏡を使用している報告もある。また鼓室内へ点耳薬を注入し鼓膜
チューブを浮き上がらせて摘出するパンピング法なども有用である。
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キチン膜を用いた鼓膜穿孔閉鎖術の検討

武田　育子、佐々木　亮、三橋　友里、松原　　篤
弘前大学　大学院　医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

【はじめに】鼓膜穿孔に対する治療は、鼓室形成術 1 型や鼓膜形成術接着法などが用いられてい
るが、自家組織を採取する必要がなく外来で簡便に施行できる鼓膜穿孔閉鎖術の報告も増えてき
ている（Hakuba 2010、Kanemaru 2011）。我々の施設では以前より鼓膜穿孔閉鎖のために自己
血清点耳療法を行っており、その閉鎖率や閉鎖成功の要因などを検討し報告してきた（Kakehata 
2008、佐々木 2014）。自己血清点耳療法は手技としては簡便であり閉鎖率も良好であるが、採血
を要するため患者への身体的負担を要する。採取した血液の遠心分離も要するため、クリニック
などの施設によっては施行が難しいことも予想される。また、昨今は採取した血清を再び治療に
用いるという倫理的な問題も生じている。今回我々は、鼓膜穿孔閉鎖術として、鼓膜の処理は血
清点耳療法と同様に行い、血清を加えない抗菌薬の点耳薬のみを同様の方法で点耳してもらい、
その閉鎖率を検討した。

【対象と方法】2017 年 6 月から 2017 年 12 月の間に当科にて治療を開始した 5 例を対象とした。
対象疾患は慢性穿孔性中耳炎が 3 例、鼓膜チューブ抜去後穿孔が 1 例、鼻かみによる鼓膜穿孔が
1 例であった。穿孔の大きさについて、吉川らの分類に従って穿孔の占める象限の数により
grade1（1 象限）、2（2 象限）、3（3 象限）、4（4 象限）と分類したところ grade2 が 3 例、
grade1 が 2 例であった。まず鼓膜穿孔縁を 10% 硝酸銀で腐食させ新鮮化、抗菌点耳薬オフロキ
サシンを含浸させたキチン膜を鼓膜穿孔部へ貼付した。そして自宅にて同抗菌点耳薬を 1 日 3 ～
4 回、1 回 1 滴ずつ点耳を行ってもらった。2 週間ごとに再診し、キチン膜がずれた場合には除
去した後に再度穿孔縁の処置を行って新しいキチン膜をおいた。

【結果】鼓膜穿孔閉鎖率は 60％（3/5 例）であった。穿孔が閉鎖した症例では、閉鎖までに要し
た期間は 14 ～ 56 日間、平均 34 日間であった。穿孔の大きさについて検討すると、穿孔が残存
した 2 症例はいずれも grade2 であった。また穿孔が残存した 2 症例は、いずれも治療前から耳
漏を伴っており、うち 1 症例は MRSA が検出されていた。

【考察】血清点耳療法は Kakehata らにより提唱され、佐々木らが 2014 年に報告した当科の血清
点耳療法の穿孔閉鎖率は 61.8% であった。また Kakehata らの報告の際に比較のために示したキ
チン膜によるパッチのみでの穿孔閉鎖率は 13％であった。今回の検討では血清を用いずとも、
血清点耳療法と遜色ない閉鎖率の結果が得られた。血清点耳療法の利点は血清内の細胞増殖因子
の供給が重要であるが、点耳による創部の湿潤も目的の一つであった。今回の検討で、キチン膜
パッチのみと比べ閉鎖率が高かった理由として点耳薬により湿潤環境が保たれていたことも考え
られる。しかし今回検討した症例数は少なく、また grade 4 などの大穿孔症例は対象としなかっ
たこともあり、今後症例数を増加してさらにこの術式の適応と限界について検討したいと考えて
いる。
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当科における TEES Ι型と成績

内田　真哉、村上　　怜、村井　尚子、森本　寛基
京都第二赤十字病院　耳鼻咽喉科・気管食道外科

【目的】経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）は本邦において一般的な医療になりつつあるが、
いまだ保険収載に至らないのが現状である。本年 4 月の改定により、鼓室形成術が耳小骨再建の
有無にて 2 つに区分され、いわゆるΙ型の点数は減額となった。そのような現状においてΙ型を
TEES で行う臨床的意義を考え、当科で行う手術の実際と集計的観察を報告する。

【対象】2013 年 3 月から 2017 年 9 月までに TEES Ι型を行った慢性中耳炎および外傷性鼓膜穿
孔 56 例、男性 28 名、女性 28 名を対象とし、従来法である顕微鏡下手術（MES）によるΙ型施
行例 12 例との比較も行った。手術はすべて全身麻酔下に、同一術者（著者）にて行われた。手
術法は乳突非削開術に限定した。

【手術法】手術に用いる内視鏡はストライカー社製針状鏡で有効長は 12cm、視野角 0 度および
30 度を主に使用。術者の左腕を安定化させるための手台は患者用のアームレストを使用した。
手術手技は、まず鼓膜輪から約 8mm 手前の後壁を中心に 1/2 から 2/3 周の輪状切開を加えた後、
外耳道縦切開は加えず外耳道皮弁を剥離挙上した。鼓膜輪剥離は右耳の場合 1 時から 8 時程度の
剥離を行った。耳小骨連鎖確認後、耳管鼓室孔周囲の前鼓室にスポンゼルを充填し、その上に軟
骨膜を置く。外耳道皮弁を一旦もどして、外耳道側から穿孔縁前方でアンダーレイを行い接着。
再び外耳道皮弁を挙上して、後方の穿孔部分を接着。大穿孔の場合は大、小 2 枚の軟骨膜を使用
した。最後に外耳道皮弁をもどし、穿孔閉鎖と鼓膜輪の位置を確認してパッキングを行った。

【成績】TEES 群では平均年齢 49.0 歳、術後 3 分法平均気導聴力は 36.5dB、術後は 25.9dB で、
耳科学会聴力判定基準の成功率は 96.4％であった。MES 群の平均年齢は 54.5 歳、術前平均気導
聴力は 43.1dB、術後は 27.5dB、成功率は 100％であった。MES 群で術前聴力のやや悪い症例が
多いが、術後聴力に差は見られない（図）。平均手術時間は TEES 群が 72 分、MES 群が 58 分
と現時点では MES 群で手術時間が短い（P＜0.005）が、TEES 群での手術時間は短縮の傾向に
あり、ラーニングカーブを示す。入院期間、術後の鎮痛薬使用回数、術後鼓索神経麻痺症状の有
無、などについても報告を行う。

【結論】　鼓室形成術Ι型において TEES は MES と同等の聴力成績であるが、低侵襲で、入院期
間も短いため、患者にとっては望ましく、内視鏡加算の保険収載が望まれる手術であると考えら
れた。
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当科で手術加療を行った Medial Meatal Fibrosis の 3 症例

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

【はじめに】
Medial Meatal Fibrosis（MMF）は、鼓膜の固有層が線維性に肥厚し外耳道が後天性に閉塞す

る比較的稀な疾患である。MMF は病因に基づき炎症性、外傷性、術後性に分類される。今回、
われわれは手術を行った炎症性 MMF の 3 症例を経験したので報告する。

【対象と方法】
2013 年 4 月から 2018 年 3 月までの 5 年間に、当科で初回手術加療を行った 4 症例のうち 1 年

以上経過観察ができた炎症性 MMF3 症例を対象とした。性別は男性 1 人 1 耳、女性 2 人 2 耳、
年齢は平均 57 歳（46 ～ 69 歳）であった。2 人は両側性で、1 人は 1 側性であった。3 人とも難
聴が主訴であり、1 人は慢性の耳漏があった。3 人とも耳内は外耳道の内側が漏斗状に浅在化し
ていた。すべての耳で伝音難聴あるいは混合性難聴を認めた。純音平均閾値は 60.0（51.7 ～ 75）
dB で、平均気骨導差は 33.3（31.7 ～ 35.0）dB であった。CT では鼓膜の外側に軟部陰影をみとめ、
中耳は含気良好であった。手術は耳後部切開にて行われた。1 例は鼓膜穿孔を認め、1 例は真珠
腫を認めた。外耳道の露出した骨面には、2 例に側頭筋膜をおき、1 例は耳後部の皮膚を free 
flap で植皮した。

【結果】
術後 1 年で 1 例は鼓膜浅在化、1 例は耳漏の再発、1 例は鼓膜浅在化と耳漏の再発の両方を認

めた。術後 1 年の聴力改善成功率は 3 耳中 2 耳で 67% であった（2010 年耳科学会判定基準、
AAO-HNS 基準）。

【症例提示】
46 歳女性。2001 年より右耳漏があった。右難聴を主訴に近医を受診されたところ、右外耳道

狭窄を指摘され 2016 年 12 月に当科紹介となった。初診時、右鼓膜は浅在化しており乾燥してい
た。純音聴力検査では右気導 53.3dB、骨導 6.6dB であった。聴覚器 CT では右外耳道は軟部陰
影で充満していた。右乳突蜂巣・鼓室内は含気良好であった。

【術中所見】右耳後部切開の上、外耳道狭窄部位の手前で外耳道に横切開を加えた。Canal plasty
を行い骨部外耳道を大きく広げながら線維組織を除去していき、鼓膜は中間層を保存した。線維
組織の内部に真珠腫を認めた。鼓膜の浅在化を予防する目的で、鼓膜前方と外耳道の角度は 90
度になるよう大きく広げた。外耳道の皮膚はわずかにしか残らず、露出した骨面に側頭筋膜を置
き、フィブリン糊で固定した。その上にキチン膜を敷き詰め、LVFX の点耳薬をしみ込ませた
ゼラチンスポンジで外耳道をパッキングした。出血少量、手術時間 3 時間 39 分であった。

【経過】
右の気導聴力は術前 53.3dB から術後 1 か月半で 13.3dB と著明に改善した。しかし術後 6 か月

で 25.0dB、1 年後 26.7dB と悪化傾向であった。また、術後 2 か月で耳内はほぼ乾燥したが、術
後 6 か月より鼓膜前方の軽度浅在化と軽度耳漏再発を認め術後 1 年も同様の所見であった。

【考察】
炎症性 MMF は術後の再狭窄と耳漏、聴力の悪化が問題になる。術後早期は著名な聴力改善

を認めるが、長期的には次第に悪化し、耳漏再発や再狭窄も長期的には出現すると報告されてい
る。過去の報告によると術後再狭窄の時期は 6 か月～ 9 年と様々である。手術のポイントとして、
再狭窄を防ぐために骨部外耳道を広げる、特に外耳道と鼓膜前方の角度を少なくとも 90 度に広
げて線維組織を完全に除去することが重要である。外耳道の骨面が露出した部位には一般的に耳
後部や鼠径部の皮膚分層植皮が用いられるが、再狭窄は手術方法に関わらず起こりうると報告さ
れている。本検討では術後 1 年で 3 耳中 2 耳に鼓膜の浅在化をみとめ、3 耳中 2 耳に耳漏を認めた。
今後も長期的に経過観察を行う必要があり、再狭窄が生じて聴力が悪化した場合は BAHA など
の代替手段も検討する必要があると考えられる。
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MMF に対し軟骨接合型 Long PORP を用いた 
鼓室形成術を施行した 1 症例

岡田　弘子、古川　正幸、池田　勝久
順天堂大学　医学部付属順天堂病院　耳鼻咽喉・頭頸科

【はじめに】　MMF（medial meatal fibrosis）は、外耳道深部に肉芽性瘢痕組織が増生し、鼓膜
上皮の奥に瘢痕性結合織が充満する稀な疾患である。当施設では近年、浅在化鼓膜症に対し通常
コルメラとして使用している PORP（7.2mm）より長い Long PORP を使用した鼓室形成術を行い、
良好な術後成績を得ている。今回我々は、MMF の再発症例に対し Long PORP を使用した鼓室
形成術を行った 1 症例について報告する。

【症例】　46 歳女性。平成 13 年に MMF による両側伝音難聴の診断で、他院において両耳とも手
術を施行されていた。近医耳鼻科より当院へ紹介受診。初診時、左外耳道は浅く、鼓膜は肥厚し
ていた。標準純音聴力検査（3 分法）では、右気導：18.3dB（気骨導差：6.6dB）、左気導：
65.0dB（気骨導差：44.0dB）であった。CT 画像においては、左外耳道は鼓膜から外耳道深部に
かけて軟部組織陰影を認めたが、鼓室内・耳小骨に異常所見を認めなかった。左耳に対し、伝音
難聴の改善目的に手術を施行した。耳後部切開、外耳道後壁保存型乳突削開術を行い、皮膚層の
最浅部のみを残し鼓膜を菲薄化した。キヌタ骨とツチ骨頭を除去し、11.5mm の PORP に軟骨を
接合し、アブミ骨頭の上に設置しフィブリン糊で接着した。薄切軟骨を外耳道と軟骨接合型人工
耳小骨の間に置き、鼓室形成術 IIIc-CWU とした。術後 2 か月の聴力検査では左気導：35.0dB

（30.0dB の gain）という結果であった。

【考察】　MMF の治療については、線維化が完成して安定した状態で気骨導差が大きい場合は手
術治療が検討される。その術式については線維性結合織を除去するという部分は共通しているが、
鼓膜の形成については有茎皮弁／遊離皮弁／全層植皮／分層植皮を用いた鼓膜形成など様々な方
法が各施設で施行されているが定まったものはない。術後再発率が高いとされているが、症例が
少ないため術式による比較が困難である。また術後 5 年以上の長期で線維性結合織の再発がみら
れることがあるという報告があり、本術式においても今後長期に経過を観察してゆく必要がある
と考えている。

P-57



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 552, 2018

両側同日鼓膜形成術の検討

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

【はじめに】両側鼓膜に穿孔を有する慢性中耳炎患者に対し、我々はこれまで、一側ずつ鼓膜形
成術を行うことを基本としてきた。しかし、近年では社会的理由や経済的理由などにより、複数
回の入院による治療を行うことが難しく、両側同時手術を希望される患者が増えている。両側同
日鼓膜形成術の適応としては、基本的には、これまでの報告にもあるように少なくとも一側は接
着法での穿孔閉鎖が可能な症例としている。両側同時鼓膜形成術を行うメリットとしては、まず
入院手術が一回ですみ、患者の時間的・経済的負担を軽減できる。また、鼓膜穿孔閉鎖材料を一
側から両側分を採取することにより、対側の耳には外切開を加える必要がなくなることなどが挙
げられる。今回、我々の施設にて経験した両側同日鼓膜形成術の症例に対し、術式、術後経過、
聴力改善度などに関して検討を行ったため、考察を加え報告する。【対象】2014 年 1 月から現在
までの期間に当科で両側に鼓膜穿孔を有する慢性中耳炎に対し、両側同日手術を施行し、術後 1
年以上の聴力経過を追えた症例 10 例 20 耳を対象とした。男性 2 例、女性 8 例、手術時年齢は
21 歳から 79 歳（平均 56.2 歳）であった。【結果】術式としては、一側に鼓膜形成術（inlay 法）
を行い、対側が接着法を行った症例が 7 例、一側が鼓室形成術 III 型変法を行い、対側が接着法
であった症例が 2 症例、両側接着法を行った症例が 1 症例であった。鼓室形成 III 型を施行した
症例は、鼓室硬化症を伴うものが 1 例と、慢性炎症により耳小骨連鎖不全を認めたものが 1 例で
あった。全例、鼓膜形成術あるいは鼓室形成術を行った耳から側頭筋膜、皮下結合組織を複数枚
採取することにより、接着法を行った側の耳には一切皮膚切開を加えないように手術を行った。
孔閉鎖率は接着法を行った 2 例において pinhole を認めた以外は前例穿孔閉鎖を認めた。鼓膜形
成術、鼓室形成術を行った 10 耳の穿孔閉鎖率は 10/10（100％）、接着法を行った 10 耳の穿孔閉
鎖率は 8/10（80％）であった。Pinhole の 2 耳に関しては聴力に影響せず、耳漏などのトラブル
も認めていないため、現在のところ経過観察としている。術後聴力に関しては、2010 年の耳科
学会聴力判定基準を用いて検討を行い、18 耳 /20 耳（90％）において聴力改善が得られた。【考察】
今回我々の施設で行った両側同日鼓膜形成術は術後穿孔閉鎖率、聴力結果ともに満足のいくもの
であったと考えている。両側同時に穿孔が閉鎖し、聴力も改善が得られた症例は術後の満足度も
高い方が多くみられた。今回検討した症例では乳突削開を行った症例はなかったが、手術操作に
よる内耳障害のリスクが低いと判断され、対側が接着法で済む場合には積極的に両側同日手術を
行っても問題ないものと考えている。適応を見極め、今後症例を増やしながら検討を継続してい
きたいと考えている。
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当院で経験した先天性外耳道狭窄症の術後再狭窄の 1 例

横井　　純 1、小嶋　康隆 1、長谷川信吾 2、雲井　一夫 1

1 神戸市立西神戸医療センター　耳鼻いんこう科、2 はせがわ耳鼻咽喉科クリニック

【はじめに】
先天性外耳道狭窄症は耳介・中耳の奇形を伴う事が多く、顔面神経麻痺や内耳障害などの術中

合併症をきたしやすい。また、術後の新外耳道の再狭窄、鼓膜の浅在化、耳小骨の固着による聴
力の再低下、感染などが問題となり、耳科手術の中で最も難度の高い手術の一つとされる。今回
我々は、先天性外耳道狭窄症の術後再狭窄に対して再手術を経験したので報告する。

【症例】
15 歳男性。3 歳時から当院で右外耳・中耳奇形について経過観察していた。純音聴力検査では

右 56.3dB、左 6.3dB（4 分法）であり、中耳 CT では外耳道狭小化とツチ骨・キヌタ骨の融合性
変形を認めた。10 歳時に聴力改善の希望があり、鼓室形成術 IIIc 型 + 外耳道拡張を施行。融合
したツチ骨頭・キヌタ骨は摘出し耳介軟骨で伝音再建、外耳道後壁皮膚を観音開きになるように
切開した。術後経過良好であり術後 6 日目に退院。術後 3 週間でパッキングを終了したが、術後
6週目の外来診察で外耳道が狭窄しほぼ閉鎖していた。中耳CTでは鼓膜の浅在化はしていなかっ
たが、骨部外耳道で外耳道皮膚が全周性に萎縮し剥がれて閉塞していたため再手術となった。

【手術と経過】
外耳道皮膚の剥離をすすめたところ、前回の削開の少し後壁よりで骨と外耳道皮膚の間に死腔

ができ、その皮膚を裏打ちするように薄い骨板が増生していた。盲端のすぐ外側で輪状切開を行
い閉鎖部位を確認し、その内側で外耳道切開を行うと crust が充満した内側部分の外耳道空間を
確認した。鼓膜は本来の位置に保たれていた。骨部外耳道の削開を追加し、閉鎖部位の皮膚は切
除した。閉鎖部位より内側の外耳道皮膚を長軸方向に切開して外耳道骨に密着させ、同部位や閉
鎖部位切除により皮膚欠損を生じたところに側頭筋膜・疎性結合織膜を underlay で挿入し、ス
ポンゼル・メロセルタンポンでパッキングした。術後経過良好であり術後 6 日目に退院された。
外来で頻回にフォローを行い、ベスキチン W などのパッキング材の交換をおこなった。術後 3 ヶ
月目で完全に上皮化したためパッキングを終了した。現在、術後 3 年程経過するが再狭窄や感染
は認めていない。直近の純音聴力検査では右 31.3dB、左 2.5dB（4 分法）であった。2010 年日本
耳科学会術後聴力成績判断基準では術後聴力は 25dB 以上の聴力改善を認めたが、術後気導聴力
30dB 以内・気骨導差 15dB 以内の 2 基準は満たせなかった。

【考察】
先天性外耳道狭窄症の術後再狭窄に対して再手術を施行した 1 例を経験した。先天性外耳道狭

窄・閉鎖症の術後再狭窄は皮膚の治癒過程における肉芽増生、瘢痕化が原因と考えられ、予防に
は初回手術時に形成外耳道の径を十分大きくすること、有茎弁の活用、形成された外耳道に全層
遊離植皮ではなく中間層遊離植皮を行うことが重要とされる。本症例では、形成外耳道径は十分
大きく作成したが、有茎弁の使用は行っておらず、筋膜による骨面の被覆のみで植皮を行わなかっ
たことが再狭窄の原因になったと推察される。再手術の際には全周性に狭窄した部位の外耳道皮
膚を切除する必要があり皮膚欠損が多くなったが、メロセルタンポンやベスキチン W の長期使
用で再狭窄なく上皮化を得ることができた。初回手術・再手術を通して有茎弁の活用は行わなかっ
たが、形成外耳道に有茎の筋膜・骨膜弁を挿入し、その上に植皮をおくべきであったと考えられ
た。
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当科における先天性外耳道狭窄症 10 例の検討

高原　亜弥、松本　晃治、清水　猛史
滋賀医科大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】先天性外耳道狭窄症は中耳奇形や真珠腫形成を伴うことが多い、比較的まれな疾患
である。手術加療後も外耳道の再狭窄や鼓膜の浅在化などのために持続的な聴力改善を得ること
が難しい例がある。【目的】当院で経験した先天性外耳道狭窄症について、術前後の聴力、真珠
腫の有無、耳介奇形、中耳奇形、治療内容、治療後の経過について検討した。【対象】2005 年か
ら 2017 年に当科で手術を行った先天性外耳道狭窄症 10 例【方法】診療記録を用いて後方視的に
検討した。【結果】手術施行時の年齢は 4 歳から 28 歳で平均値は 14.4 歳、両耳手術症例はなかっ
た。主訴は、難聴が 6 例、耳漏が 5 例、耳痛が 2 例であった。全例で耳介奇形を伴っていた。外
耳道に真珠腫を形成していたのが 8 例、そのうち鼓室内伸展があったのが 4 例であった。手術で
は外耳道形成術と鼓室形成術を同時に行った。狭窄している外耳道の入口部を大きく拡大し、鼠
径部から皮膚を移植して外耳道を形成した。9 例に明らかな中耳奇形があり、そのうち 8 例でツ
チ骨の固着や変形を認めた。伝音再建方法は I 型が 2 例、IIc 型が 2 例、IIIc 及び IIIi 型が 3 例、
IVc 型が 1 例、残りの 1 例はこれから 2 期手術を予定している。卵円窓の骨性閉鎖とその直上を
走行する顔面神経走行異常があった 1 例では伝音再建ができなかった。耳科学会の術後聴力成績
判定基準において評価可能な 7 例中 4 例が成功であった。聴力改善目的で手術を行った真珠腫の
ない 2 例はどちらも成功例で、術後聴力は 20.0dB と 26.8dB であった。真珠腫形成を伴う 8 例は
成功が 2 例、不成功が 3 例、再建できなかった例が 1 例、判定不能が 2 例であった。不成功例の
うち 2 例は姉妹で、どちらも術前の鼓膜が小さく、鼓膜裏面に骨形成があり、耳小骨連鎖の再建
が困難な症例であった。うち 1 例は、顔面神経の走行異常を伴い、外耳道を十分に削開できなっ
た。外耳道の再狭窄や鼓膜の浅在化をきたした症例はなかった。【考察】外耳道は胎生 4 週頃か
ら第 1 鰓裂より分化、管腔化する。この過程で発生異常が生じると外耳道が閉鎖または狭窄する。
耳介・耳小骨は第 1 鰓弓及び第 2 鰓弓より分化し、先天性外耳道狭窄症では耳介奇形や中耳奇形
を伴うことが多い。顔面神経の走行は、第 2 鰓弓由来であるアブミ骨原器が出現する胎生 6 週頃
に決定され、先天性外耳道狭窄症では顔面神経走行異常を伴うこともある。外耳道形成術では、
外耳道を大きく拡大して植皮することが、術後の再狭窄を予防するために重要である。先天性外
耳道狭窄症では外耳道に真珠腫を形成しやすく、今回の検討では真珠腫合併例で術後聴力成績が
不良であった。【まとめ】当科で経験した先天性外耳道狭窄症 10 例について報告した。先天性外
耳道狭窄症は真珠腫を形成しやすく、術後聴力に影響する。CT 等で病態を確認し、早期の手術
を検討することが望ましい。
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当科における外耳道真珠腫手術症例の検討

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

当科では昨年度手術加療を要した外耳道真珠腫症例が多かった印象があり、外耳道真珠腫症例
を集計した。平成 20 年 4 月から平成 30 年 3 月までを対象とした。対象期間中に外耳道真珠腫の
手術症例は 20 例で、うち 1 例は再手術を行い、21 件であった。このうち昨年度の手術件数は 6
例 6 件であった。年齢は 18 ～ 86 歳、平均 63.3 歳、男性 7 例女性 13 例であった。以前報告した
真珠腫性中耳炎では、平均年齢 48.7 歳であり、外耳道真珠腫は高齢である印象であった。

病期分類は標準的なものは確定されていない。諸家の報告で用いられている Naim ら1）の分類
では、stage1 は外耳道皮膚の過形成、stage2 は骨膜の炎症を伴うもの、stage3 は骨に浸潤する
もの、stage4 は隣接臓器に及ぶもの、とされており、手術適応の多くは stage3 以上となる。今
回の症例では、手術となった症例でもあり、stage2 が 3 例、3 が 14 例、4 が 3 例であった。
Naim らの分類を改変し奥田ら 2）が提唱している分類では、病理所見をなくし、臨床的に適応し
やすくしており、また stage4 を 2 つに分け、顔面神経、骨迷路、頭蓋底に至るものを 4b として
いるが、この分類でも同様に 2 が 3 例、3 が 14 例、4a が 3 例であった。CT 画像で分類してい
る Shin ら 3）の分類では、stage1 は外耳道に限局するもの、stage2 は鼓膜や鼓室に及ぶもの、
stage3 は外耳道を破壊し乳突蜂巣に及ぶもの、stage4 は側頭骨を超えるものとしている。この
分類では 1 が 17 例、2 はなく、3 が 2 例、4 が 1 例であった。

橋本ら 4）は慢性腎不全との関連の可能性を指摘しているが、2 例が透析中の症例であった。
手術法は、多くの例で、真珠腫を挙上した後陥凹部に骨パテを置き、その上に薄切軟骨、結合

織を置き、皮膚を戻している。1 例軟骨を置かなかった例があり、その症例では再陥凹が生じ再
手術となった。鼓室まで進展していた 1 例では術後 2 年で再陥凹が生じ、陥凹が進行するため再
手術が必要と判断したが、以後受診されなかった。

また、外耳道の乾燥まで 2 ヶ月程度要した症例もあり、真珠腫性中耳炎等に比し乾燥までに日
数がかかる印象であった。
 1）Naim R et al.: Laryngoscope 115: 455–460, 2005.
 2）奥田　匠、他：Otol Jpn 24: 175–180, 2014.
 3）Shin SH et al.: Clin Exp Otorhinolaryngol 3: 24–26, 2010.
 4）橋本　研、他 : 日耳鼻 117: 1179–1187, 2014.
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当科で手術を施行した外耳道真珠腫症例の検討

小泉　　洸 1、佐藤　輝幸 1、近江　永豪 2、石川　和夫 3、山田武千代 1

1 秋田大学　大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座、 
2 秋田厚生医療センター耳鼻咽喉科、3 秋田赤十字病院耳鼻咽喉科

【はじめに】外耳道真珠腫（External Auditory Canal Cholesteatoma: EACC）は骨部外耳道に角
化物の堆積を伴う疾患で比較的まれな疾患とされており、発症機序には不明な点も多い。外耳道
全体に角化物が堆積する閉塞性角化症と狭義の外耳道真珠腫に分類される。外耳道に限局するこ
とが多いが、ときには骨破壊が進み外耳道から中耳や乳突腔へ進展する例もみられる。Naim ら
が提唱した病期分類では骨露出の有無や骨破壊の程度、耳漏、聴力低下などの症状で Stage が定
められている。治療は堆積した真珠腫の除去と清拭が原則であるが、保存的加療に抵抗して耳漏
や耳痛が遷延する場合は手術治療が考慮にあがる。今回、保存的治療でコントロール不良であり
当科で手術を施行した外耳道真珠腫症例について検討したので報告する。【目的】手術治療が選
択された外耳道真珠腫症例に対する治療方針および治療結果を評価検討する。【対象】2015 年か
ら 2017 年の間に当科で手術を施行した外耳道真珠腫症例 8 例 8 耳を対象とした。性別は男性 3 名、
女性 5 名で年齢は男性 11 ～ 84 歳（平均 42.3 歳）、女性 29 ～ 82 歳（平均 52.2 歳）であった。術
側は左 5 例、右 3 例であった。既往歴としてダウン症、脳性麻痺、中耳炎、関節リウマチがそれ
ぞれ 1 例ずつ見られた。【手術方法】外耳道の病変に対しては外耳道形成術を施行した。さらに、
乳突腔に進展していた場合は乳突削開術を施行し、中耳に病変が進展していた症例に対しては鼓
室形成術を施行した。【結果】術式は外耳道形成術のみ施行した症例が 4 例、乳突削開術も併せ
て施行した症例が 2 例で、乳突削開と鼓室形成術を併せて施行した症例が 2 例であった。全体の
うち 2 例は外耳道後壁の広範な破壊があり Canal wall down となった。Naim の分類を用いると
Stage IIa が 1 例、IIb が 1 例、III が 2 例、IV が 4 例であった。Stage が低い症例については外
来処置で加療されるため手術症例は重症例が多かった。1 例に術後再発を認めたが外来処置にて
対応可能であった。【考察】外耳道真珠腫の重症例では保存的治療によるコントロールは難しいが、
適切な手術加療がなされれば、術後の良好な外耳道形態の獲得のみならず、聴力改善にもつなが
ると考えられる。
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外耳道セメント異物への Burow’s 液の応用

直井　勇人、橘　　智靖、春名　威範
姫路赤十字病院　耳鼻咽喉科

外耳道異物は遭遇する機会の多い疾患であるが、セメント異物の報告は我々が渉猟し得た限り
2 例のみである。今回我々は、Burow’s 液を用いて外耳道セメント異物の除去を行ったので若干
の文献的考察を加えて報告する。症例は、37 歳男性。職場にてダストを浴びたが、当初自覚症
状はなかった。帰宅後入浴した直後より右耳の違和感を自覚し、近医耳鼻咽喉科を受診した。同
医にて右鼓膜に付着するセメントを認めたが、異物の除去が困難であったため当院に紹介となっ
た。初診時セメント異物は右鼓膜表面の前方に広く付着し、外耳道下壁にも堆積していた。異物
は鼓膜に固着しており鑷子及び吸引での除去は不可能であった。セメントの主成分がアルカリ性
であることから、酸性溶液である Burow’s 液を浸した綿花を異物表面に置いたところ、セメン
トが泥状化し容易に吸引され除去が可能となった。摘出後一時的に鼓膜の穿孔を生じたが、1 ヶ
月で穿孔は自然閉鎖した。Burow’s 液は難治性耳漏に対してのみではなく、外耳道セメント異物
に対する非侵襲的処置のひとつとして有効と考えた。
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外耳道前壁再建手術を施行した顎関節ヘルニア例

松見　文晶
公益財団法人　星総合病院　耳鼻いんこう科

【はじめに】外耳道深部前壁には骨欠損が認められることがあり Huschke 孔（H 孔）と呼ばれる。
H 孔に関連した症状を呈すると特発性外耳道骨欠損症といい、本邦では顎関節ヘルニアの合併が
多い。今回、外耳道前壁再建手術を施行した顎関節ヘルニア例を経験したので文献的考察を加え
報告する。

【症例】74 歳、男性。主訴は右耳痛、耳漏。右外耳道深部前壁の発赤、腫脹と耳漏を認め、強い
咀嚼時痛を訴えた。外耳炎として治療を開始したが改善に乏しく、側頭骨 CT で同部位に 7×
8mm 大の骨欠損を認め、生検では悪性所見を認めなかった。造影 MRI では同部位から顎関節周
囲、副咽頭間隙にかけて造影効果を認めた。入院の上、抗菌薬点滴投与と局所処置で消炎を図り
疼痛は改善したが、開閉口時の外耳道深部前壁の陥凹膨隆の所見と咀嚼運動に伴う粘稠な液体の
流出を認め、その成分分析でヒアルロン酸が高値であり、顎関節からの滑液流出を合併した顎関
節ヘルニアと診断した。滑液流出は自然停止したが、開閉口時の外耳道の陥凹膨隆に伴って生じ
る crunching sound の改善を希望され、全身麻酔下に右外耳道前壁再建術を施行した。
Endaural incision をおき、外耳道皮膚を骨部外耳道より剥離し骨欠損部を確認したが同部位では
癒着を認めた。続いて内視鏡下に骨部外耳道前壁の前方を骨膜下に顎関節窩へと剥離し、骨欠損
部を確認した。耳珠軟骨を顎関節窩側より骨欠損部に留置し、外耳道皮膚と再建軟骨の間に結合
組織、側頭筋膜を留置した。耳内のガーゼパッキングは 2 週間行い、術後 2 か月間は柔らかい食
物のみの摂取とし、術前に歯科に依頼し作成しておいたスプリントの装用も開始した。抄録作成
時点で外耳道前壁の開閉口時の陥凹膨隆の所見はほとんど認めず、crunching sound の VAS は
1 ～ 2（術前 8）と改善した。開口障害や聴力低下、味覚障害は生じていない。

【考察】生直後の骨部外耳道は U 字型をしており外耳道前壁と後壁から骨隆起が生じ癒合するこ
とで骨部外耳道下壁が形成される。そこに残存した孔が H 孔であり、通常は 5 歳までに自然に
消失するとされるが、H 孔が遺残するとその後の乳様突起の発達により H 孔は前方に移動し、
外耳道深部前壁の骨欠損として発見されたり、関連する症状を呈することがある。

H 孔の頻度は屍体で 7.2％や CT で 4.6％などの報告があるが、H 孔があっても無症状な場合が
多いため、特発性外耳道骨欠損症の報告は本邦では少ない。その併存疾患としては顎関節ヘルニ
アが多くを占めている。症状がある場合には外耳道再建が考慮され、アプローチとして耳前部切
開や耳内切開、再建材料として軟骨や皮質骨、チタンメッシュなどいくつかの報告がある。顎関
節部は咀嚼運動に伴い強い圧がかかるため、特に H 孔が大きい場合、サイズや要求される強度
から人工物による再建も考慮されるが、再建したチタンメッシュに変形を来した報告もみられた。

本例は骨欠損は比較的大きかったものの感染後のため人工物による再建がためらわれた。外耳
道側に問題がなければ顎関節窩側からだけの操作でも対応はできたと思われるが、術前の瘻孔形
成や強い炎症後のため瘢痕癒着変化が強いと考えられ、骨欠損部の外耳道皮膚を剥離するために
は経外耳道操作が有利と判断した。また、骨欠損部の顎関節窩側に軟骨グラフトをできるだけ損
傷なく留置するための操作も必要であり、外耳道側と顎関節窩側両者からのアプローチを選択し
た。顎関節窩側の観察・操作では内視鏡の使用が有用であった。現在まで症状や再建部の状態は
良好に経過しているが、耐久性などについて今後も経過観察が必要と考えている。
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外耳道腫瘤として発見された顎関節ガングリオン症例

日尾　祥子、真貝佳代子、川島　貴之
八尾市立病院

【はじめに】ガングリオンは関節部の腱鞘や滑膜組織などから発生し、内部に滑液が貯留した仮
性嚢胞である。手関節をはじめとする四肢の関節包に好発し顎関節に発生することはまれである。
顎関節部に発生するガングリオンは耳前部腫瘤として発見されることが多く、外耳道腫瘤として
発症することは非常にまれであると考えられる。今回我々は、外耳道腫瘤として認められた顎関
節由来のガングリオン症例を経験したので報告する。【症例】62 歳　男性。耳かき後に左耳出血
があり近医を受診、外耳道炎として点耳などで加療を受けたが外耳道前壁の腫脹が改善しないた
め当科紹介受診となった。難聴の自覚はなかった。当科初診時、左外耳道前方に表面平滑な隆起
性病変を認めた。鼓膜に異常所見は認めず、聴力も左右差を認めなかった。CT では外耳道内に、
顎関節と一部交通するような骨壁の欠損を伴う軟部陰影を認めた。顎関節では下顎骨に変性、変
形を認め顎関IV型と考えられた。腫瘍性病変の可能性も考え、全身麻酔下で摘出術の方針とした。
手術は経外耳道的に内視鏡を用いてアプローチした。腫瘤の手前で 10 時から 3 時の方向に外耳
道に皮膚切開を加えた。骨膜下で皮膚ごと腫瘤を剥離していった。内部には粘調な液貯留を認め
それを吸引後、腫瘤を摘出した。術中、外耳道の骨欠損部は確認できなかった。病理組織診では、
真皮内に嚢胞状病変を認め、その内面には上皮の被覆がなくガングリオン様の像とのことであっ
た。初回手術より 3 か月後、外来で経過観察中に同部位に腫瘤の再発を認めた。顎関節の病変と
の関連を疑い口腔外科医と相談のうえ、初回手術より 11 か月後に顎関節形成術と再度外耳道腫
瘍の摘出術を行った。2 回目の手術は口腔外科医にて下顎頭と関節円板を切除後、内視鏡下で経
外耳道的に腫瘤摘出術を行った。初回手術同様に皮膚切開を加え、骨膜化で剥離し、腫瘤内部の
粘調な貯留液を吸引した。腫瘤の内部には骨の隆起を認め、その上下に結合織に覆われた陥凹が
確認できた。剥離子で陥凹部を確認したが、深部には骨を認め顎関節との明らかな交通は確認で
きなかった。腫瘤壁を摘出し手術を終了した。再手術後の経過は良好で、外来で経過観察中であ
るが現在までに明らかな再発は認めていない。【考察】ガングリオンは手根関節背側に好発し、
顎関節に発症することはまれである。顎関節部では耳前部腫瘤として発見されることが多いが、
外耳道腫瘤として発見された症例も報告されていた。関節包や腱鞘の膠原繊維の粘液変性より生
じ、関節腔との交通はなく繊維性結合組織で裏装されるため偽嚢胞であるとされている。発症原
因として外傷により靭帯滑膜に障害症や力学的ストレスが生じることで粘液背変性が生じるとい
う説や、関節包や間接靭帯の伸縮等による組織外傷によって粘液変性が生じるという説がある。
本症例では下顎骨に変性、変形を認める顎関節症が認められており、成因となったと考えられる。
ガングリオンの治療法としては外科的摘出のほかに機械的粉砕、穿刺吸引やヒドロコルチゾンの
注入、切開や放射線治療などが報告されているが、再発率が 50 ～ 80％以上であるため外科的治
療が第一選択とされている。外科的摘出時にはガングリオンを基部より関節嚢を含めて全摘出す
ることが再発を防ぐために重要である。今回、初回手術で外耳道内のガングリオンを摘出した際
には基部である顎関節部の処理は行っておらず、再発の原因となったと考えられた。2 回目の手
術では顎関節形成術も同時に行い現在まで再発を認めておらず、やはり本症例では、顎関節症が
成因であったと考えられた。今後、外耳道腫瘤を認めた場合、顎関節ガングリオンの可能性も鑑
別に挙げて精査を行うべきであり、顎関節に何らかの病変が認められた場合は同時手術も考慮す
べきであると考えられた。
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繰り返す外耳道異物症から判明した自閉スペクトラム症例

田口　大藏、福島　　慶、中谷　宏章
国立病院機構　福山医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳鼻咽喉科外来において外耳道異物症はまれではないが、繰り返す症例はまれである。また、
自閉スペクトラム症（ASD：autism spectrum disorder）では知覚異常のために、外耳道異物症
を繰り返す症例が認められる。今回我々は、外耳道異物症を繰り返したことから、ASD が判明
した 1 症例を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。症例は 5 歳男児。当科受診 2 ヵ
月前に両耳に石を入れて近医耳鼻科で摘出された。当科受診 1 ヵ月前にも左耳に石を入れたが、
幼稚園の先生により摘出された。某日、右耳痛にて夜間に急患診療所を受診、右耳に石が入って
いるが、摘出できないとのことで、当科紹介初診となった。初診時、右外耳道入口部に石を認め
たため摘出しようとしたが、激しく抵抗され、摘出できなかった。翌日に全身麻酔下で右外耳道
異物摘出術を行った。右外耳道内から合計 3 個の石を摘出した。鼓膜穿孔は認めなかった。外耳
道異物症を繰り返していたことから、何らかの精神疾患が背景にあるのではないかと考え、小児
精神科に紹介したところ、ASD と診断された。ASD に対して適切な対応がなされなければ、不
適応から二次的な精神障害に至る可能性があるため、早期発見および早期介入が重要である。繰
り返す外耳道異物症が ASD と診断されるきっかけになる可能性があるため、繰り返す外耳道異
物症を認めた場合は小児精神科と連携することが必要であると考えられた。
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外耳道に発生した静脈奇形の 1 例

佐藤　祐毅、福島　典之、平位　知久、呉　　奎真、西田　　学
県立広島病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】外耳道における腫瘍性疾患は比較的稀である。良性では母斑細胞母斑、骨腫、乳頭腫、
血管性腫瘍、血管奇形などの報告が多く、悪性では扁平上皮癌が多い。今回我々は外耳道に発生
した腫瘤に対して手術療法を行い、術後に病理学的検査にて静脈性血管腫即ち静脈奇形と診断さ
れた 1 例を経験したため臨床的検討および文献的考察を加えて報告する。【症例】症例は 86 歳女
性、半年前より左外耳道に白色腫瘤様隆起を自覚し始め、最近増大を自覚し圧迫感も出現したた
め受診。初診時に左外耳道入稿部に皮膚で覆われた青白色の隆起性病変を認めた。腫瘤は外耳道
後壁に付着し、外耳道にせり出しており鼓膜は観察されなかった。聴力検査では左 33.3dB の伝
音難聴を認めた。造影 CT では左外耳道に造影効果を伴う腫瘤形成を認め骨破壊や鼓膜・鼓室へ
の進展は認めなかった。以上の所見より左外耳道腫瘍と診断し全身麻酔下に耳後部切開にて左外
耳道腫瘍摘出術を行った。上壁を茎にする広基性腫瘤を認め、一塊にして腫瘍を摘出した。外耳
道上壁は広く皮膚欠損しており、遊離骨膜・有茎骨膜弁・筋膜弁で皮膚欠損部を覆った後ネオベー
ルを貼付して手術終了した。病理組織所見では洞状の血管腔を多数認め静脈性血管腫と診断され
た。術後外耳道上壁は上皮化しており再発も認めていない。【まとめ】頭頸部領域に発生する血
管原性腫瘍・血管奇形は慣用的表現である「血管腫」と一括して呼称されることが多いが、
International Society for the Study of Vascular Anomalies（ISSVA 分類）では細胞増殖の有無
により血管原性腫瘍と血管奇形に分けられている。血管奇形は細胞増殖を伴わない血管形成の異
常であり発生脈管の構成要素により静脈奇形、動静脈奇形、毛細血管奇形、リンパ管奇形と細分
され混合型も存在する。従来海綿状血管腫、静脈性血管腫と呼称されていたものは静脈奇形に分
類され、単純性血管腫や毛細血管拡張症と呼称されていたものは毛細血管奇形に分類される。血
管奇形は頭頸部領域では口腔内に好発するとされており、耳鼻咽喉科領域においてしばしば遭遇
する疾患であるが、耳領域に発生するのは比較的稀である。外耳道症例では腫瘤の自覚、出血、
難聴、耳痛、耳漏、耳閉感など様々な症状を訴えるが、出血や難聴、腫瘤の自覚を初発症状とす
ることが多いと報告されている。血管奇形・血管性腫瘍は生検にて確定診断を得ることが可能で
ある。しかし生検を不用意に行なうことで予期せぬ大出血をきたした症例も報告されており、外
耳道腫瘍を認めた際には静脈奇形も念頭に置くことも必要であると考えられる。
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外耳道に発生した軟部好酸球性肉芽腫症の 1 例

成川陽一郎 1、小宅功一郎 1、武田　悠輝 3、小林　　斉 1、小林　一女 2

1 昭和大学藤が丘病院　耳鼻咽喉科、2 昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座、 
3 関東労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
軟部好酸球性肉芽腫症（木村氏病）は、無痛性の軟部組織の腫瘤あるいはリンパ節の腫脹を来

し慢性の経過をたどる良性疾患であり、特に頭頸部に好発する。今回我々は外耳道に発生した軟
部好酸球性肉芽腫症を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。

【症例】
52 歳男性。半年前より右外耳道掻痒感あり、2 か月前から腫瘤を触知するようになったため近

医耳鼻咽喉科を受診。精査目的に当科紹介受診された。肉眼的所見では右外耳道入口部に充満す
る表面平滑な腫瘤を認め、CT 所見は強く造影される 15mm 大の軟部腫瘤であった。外耳道に限
局しており骨破壊像は認めなかった。診断的治療として手術加療を提案したが、患者希望により
経過観察となっていた。

【経過】
経過観察中自覚症状の変化や増大傾向などは認めていなかったが、1 年間経過し再度手術加療

を提案したところ了承を得たため、外耳道腫瘍摘出術を施行した。手術は顕微鏡下に耳内法で施
行した。耳前部切開を行い、腫瘍辺縁に沿って切除線を置き、外耳道軟骨上で剥離を進め皮膚及
び耳介軟骨の一部と共に腫瘍を摘出。皮膚欠損部は組織接着剤を用いて吸収性組織補強材にて被
覆した。病理組織学的所見は、上皮下にリンパ濾胞の形成を伴って、好酸球、リンパ球や形質細
胞が浸潤しており、高度な線維化や内皮細胞が腫大した毛細血管の増生を認めた。この所見から
は軟部好酸球性肉芽腫症や IgG4 関連疾患が鑑別に挙がったため、免疫染色を追加したところ
IgG4/IgG 陽性細胞比 40% 未満であり、軟部好酸球性肉芽腫症と診断された。術前血液検査では
末梢血好酸球の著増を認めており、術後血液検査では末梢血好酸球数の微減と高 IgE 血症も認
められた。術後よりトシル酸スプラタストとトラニラストの内服を開始し、皮膚欠損部は 2 か月
で上皮化した。術後 4 か月現在、再発や外耳道狭窄は認められていない。

【考察】
外耳道における腫瘍性疾患は良性、悪性を問わず比較的稀である一方、色素性母斑、骨腫、乳

頭腫、血管腫、腺腫、扁平上皮癌、悪性黒色腫など、非常に多彩な組織病理像を呈することが知
られている。その中でも外耳道に発生した軟部好酸球性肉芽腫症の報告は数例のみと極めて稀で
ある。軟部好酸球性肉芽腫症は、アジア地域の若年男性の頭頸部（特に耳下腺や耳介周囲）に好
発する良性疾患であり、再発率が非常に高い難治性疾患である。検査所見では末梢血好酸球増多
と高 IgE 血症を認め、病理組織学的には結合組織中の好酸球浸潤を伴うリンパ濾胞構造の増大
が特徴的で、胚中心には IgE の沈着を伴う。IgE 沈着と好酸球浸潤を特徴としているため 1 型ア
レルギーの関与が考えられているが、はっきりとした原因は未だ不明である。治療法は確立され
ておらず、外科的切除、ステロイド内服・局注、放射線療法、カンジダ減感作療法などの報告が
ある。本症例で用いた外科的切除は腫瘤の大きさや発生部位によっては美容的問題や神経血管障
害の可能性があり、完全摘出が難しく再発率が高いとされているが、比較的限局的で完全摘出可
能であれば有用と考えられている。本症例では耳内法にて施行したが、耳後法は耳内法と比較し
視野確保が容易であり、TEES を用いれば深部も観察し易く、拡大して観察可能となるためより
確実な摘出を行えると考えられた。皮膚欠損部に関しては、皮膚移植をすることもあるが、今回
は吸収性組織補強材を使用した。上皮化するまで炎症を起こした場合は狭窄する可能性があるが、
外来で定期的に診察をすることで経過は良好であった。今後再発した場合には、耳後法や TEES
によるより確実な手術を考慮するだけでなく、その他の治療法を組み合わせて加療していく必要
がある。
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外耳道乳頭腫の 1 例

佐藤　輝幸、小泉　　洸、山田武千代
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

【はじめに】乳頭腫は鼻腔・咽喉頭などの頭頸部領域で頻度の高い疾患であるが、外耳道に発生
した症例は極めて少ない。一般的に乳頭腫は再発や悪性転化の可能性があるため治療に関しては
その点に留意する必要がある。今回我々は、外耳道乳頭腫 1 例を経験したので考察を加え報告す
る。

【症例】30 歳、女性。既往歴：特記無し。家族歴：特記無し。現病歴：X 年から右外耳道腫瘤を
指摘され、近医にて経過観察されていた。腫瘤が徐々に増大傾向を認めたため、X ＋ 2 年 11 月
に当科紹介受診した。来院時現症：外耳道深部、鼓膜との移行部にかけて乳頭状の病変を認めた

（図 1）。標準純音聴力検査：低音域に 10dB の気骨導差を認めた。画像所見：右側頭骨 CT では
鼓膜上部に軽度軟部陰影の肥厚を認めたが、骨破壊などの所見は認めなかった。MRI では指摘
困難であった。生検所見：局所麻酔下に生検を施行した。良性の乳頭腫の診断であった（図 2）。
手術所見：X ＋ 3 年 2 月残存腫瘍に対して、腫瘍摘出術を施行した。腫瘍は外耳道深部から鼓膜
の後上象限にかけて存在していた。外耳道後壁皮膚を腫瘍から十分にマージンをとって弧状切開
し、鼓膜も腫瘍から十分にマージンを取るようにツチ骨前面の鼓膜および前上象限の一部、後下
象限の一部まで除去し、腫瘍を摘出した。明らかな中耳腔への浸潤は認めなかった。腫瘍基部と
考えられた鼓膜被蓋は削開し、腫瘍が接触していたツチ骨単突起近傍は液体窒素を塗布した。内
視鏡を併用し、耳内から腫瘍を摘出した。病理組織所見：前回の生検にて乳頭腫は消失しており、
その後の反応性病変を認めるとの診断であった。前回生検した組織に対してヒトパピローマウイ
ルス（HPV）検査を依頼すると、ISH-high risk HPV（–）、IHC-HPV18/16E6（–）であった。現
時点で術後 2 か月の経過観察であるが、再発および鼓膜穿孔は無く、術後の聴力検査でも気骨導
差は消失している。

【考察】外耳道乳頭腫は台湾および中国南部での報告があるが、本邦では少ない。乳頭腫の発生
には HPV の関与が示唆される。HPV は 100 種以上の遺伝子系が存在し、すべてを網羅するこ
とは不可のため、悪性腫瘍や悪性転化と関連が明らかである高リスク群において HPV 検査を施
行したが検出されなかった。乳頭腫の発生には HPV の関与だけでなく、慢性炎症や宿主の免疫
機能の関与が指摘されている。本例は、既往歴のない、若い女性であるため、乳頭腫が出現した
要因としては考えにくいと考えた。今後とも経過観察を続けていく予定である。
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耳介に生じた結節性筋膜炎の一例

伊勢　桃子、熊井　良彦、折田　頼尚
熊本大学附属病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科

【はじめに】結節性筋膜炎は、皮下・浅在筋膜もしくは筋内に発生する結節性の非腫瘍性増殖性
病変である。周囲皮下組織に急速な腫瘍性増殖をきたすため、悪性軟部腫瘍との鑑別が必要であ
る。今回、我々は、左耳甲介より発生し、急速に増大する易出血性の結節性筋膜炎の一例を経験
したので報告する。【症例】20 歳男性。もともと耳をよく触る習慣があり、当科初診の半年前よ
り左外耳道からの出血を繰り返していたが、そのまま放置していた。当科初診 1 ヶ月前より左耳
漏を呈し、前医耳鼻咽喉科を受診したところ、左耳介から外耳道に充満する易出血性の腫瘤性病
変を指摘され、同日同院外来にて局所麻酔下に腫瘤切除術を施行された。しかし、出血が多く、
翌日全身麻酔下に同院にて再度腫瘤摘出術が施行された。摘出の際に、腫瘤の基部である左耳甲
介皮膚も一緒に合併切除され、術後の病理検査にて結節性筋膜炎との診断結果であった。しかし
手術 3 週後には局所の再発を認め、手術 4 週後に当科紹介となった。当科初診時、腫瘤は左耳甲
介から外耳道入口部を占拠しており、易出血性で、目視でのサイズは 3cm 大であった。側頭骨
単純 CT にて左外耳道から外方表面に突出する腫瘤性病変を認め、外耳道も軟部影で充満し、鼓
膜までその軟部影は達していたが、中耳腔への明らかな軟部影の伸展は認めなかった。また側頭
骨への明らかな浸潤も認めなかった。中耳造影 MRI では、左耳介から外耳道にかけて長径約
3cm の T2 強調像にて高信号を呈する腫瘤性病変を認め、Dynamic study にて早期より強い増強
効果を認めた。増強効果は、左耳下腺上極にも達していた。易出血性であり、MRI でも血流が
豊富な腫瘤であることが確認できたため、当科初診約 3 週後に、まずは左後耳介動脈を塞栓後、
全身麻酔下に左耳甲介腫瘤摘出術を行った。術中、腫瘤の基部を十分に確認するため、基部を残
して腫瘤を切除摘出した。基部は耳甲介に認め、耳甲介軟骨まで浸潤していた。このため、耳甲
介皮膚および軟骨を含めて腫瘤の基部を摘出した。左耳甲介軟骨下の軟部組織および耳下腺上極
については、追加切除を行い、術中病理で筋膜炎の浸潤がないことを確認した。外耳道は角化物
が堆積しているのみで、これを清掃すると鼓膜は正常であった。前回の手術で再発をきたしてい
ることから、今回は、摘出した耳甲介欠損部は再建せず、再発がないことを確認した後に、必要
があれば二期的に再建を行うこととした。術後の病理診断では、結節性筋膜炎の診断で矛盾なく、
切除断端に明らかな結節性筋膜炎の所見は認めないとの結果であった。術後、左耳甲介皮膚およ
び軟骨欠損部は徐々に上皮化し、術後 1 ヶ月半で欠損部は完全に上皮化し、現在のところ再発も
認めていない。【考察】　結節性筋膜炎は、組織像が創傷治癒過程に認めるものと類似することか
ら、外傷が原因の一つとされている。本症例も、以前より耳を触る癖があり、耳出血まで来して
いたことから、この外的刺激が発症の原因になったと考えられる。本疾患は良性疾患ではあるが、
急激なサイズの増大や周囲組織への浸潤をきたすことから、十分な margin をつけて摘出する必
要があり、本症例も左耳甲介軟骨まで摘出することで、良好な結果を得ることができた。
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カポジ水痘様発疹症による急性外耳炎症例

山本　沙織
姫路医療センター　耳鼻咽喉科

カポジ水痘様発疹症（Kaposi’s varicelliform eruption）はアトピー性皮膚炎等の基礎疾患をも
つ患者に急性・播種性の小水疱が多発するウイルス性の皮膚疾患であり、多くは HSV-1 を原因
とする。渉猟し得た限りでは外耳炎としての発症例は過去に報告がなく、文献的考察を加え経過
を報告する。

症例は 24 歳女性。アトピー性皮膚炎にて近医皮膚科に通院中であった。4 日前から右耳漏・
耳痛・難聴あり、当科受診した。軟骨部外耳道皮膚は蒼白でびまん性に腫脹し表皮剥離あり、黄
色透明な粘性耳漏を認め、右外耳道はほぼ閉塞していた。左外耳道や鼓膜所見は正常であり、側
頭骨 CT にて両側中耳に病変は認めなかった。約 2 か月前に急性外耳炎にて受診した際にカンジ
ダ（candida glabrata）を検出していたため、再度培養採取の上、ラノコナゾールを塗布した。
炎症が高度であり細菌感染の合併を疑いオフロキサシン点耳薬とアモキシシリン 1500mg/day
を処方し帰宅とした。

診察翌日より 38 度以上の発熱をみとめ、2 日後に耳鼻科再診。当初、外耳炎は右のみであっ
たが、両側外耳道が同様の炎症によりほぼ閉塞していた。一般細菌・真菌感染の経過としては非
典型的であり、外耳道皮膚を生検した。また、以前からあった左拇指の擦過傷が同日朝より化膿
し始め、乳頭にも皮疹を認めたため皮膚科受診したところ、カポジ水痘様発疹症の診断となりバ
ラシクロビル内服が開始された。5 日後の再診時には浸出液は持続するものの外耳道の腫脹は改
善傾向を認めた。

経過中、顔面神経麻痺や内耳障害は出現せず、顔面・頸部を含むその他の露出部には明らかな
皮疹を認めなかった。外耳炎発症より約 1 カ月ですべての皮疹が痂皮化し診察終了となった。

後に外耳道の病理組織診断にてヘルペスウイルス感染が証明され、採血にて HSV-IgM：0.85
（±）、HSV-IgG：2 未満（–）でありカポジ水痘様発疹症による両側急性外耳炎と診断した。経
過中の複数回の耳漏培養では黄色ブドウ球菌、緑膿菌等多種の細菌が検出されていた。

カポジ水痘様発疹症は主に皮膚科領域の疾患であり、HSV が広範囲に経皮感染したものとと
らえられている。本症例はアトピー性皮膚炎に加え、先行する外耳炎があり、皮膚バリア機能が
障害された状況で直接 HSV 感染をきたしたと推測される。病理組織診断や血清抗体価検査は 1
週間程度を要することが多いが、抗ウイルス薬はこれら結果を待たずに早期に開始することが望
ましい。幸い、皮膚病変から比較的早期に診断され治療開始となったため、外耳炎は皮疹ととも
に速やかに改善した。
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当院で経験した悪性外耳道炎の 2 例

牧原靖一郎 1、假谷　　伸 2、内藤　智之 1、西崎　和則 2

1 香川労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 
2 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学

【はじめに】悪性外耳道炎は、外耳道の細菌感染が側頭骨や周囲軟部組織から頭蓋底に波及して
髄膜炎や脳神経麻痺を合併し、時に致命的になりうる壊死性外耳道炎である。明確な診断基準は
なく、耳痛、頭痛、耳漏などの症状、肉芽形成、骨破壊などの局所所見、画像所見、全身の炎症
反応などを総合して診断する。起炎菌は緑膿菌が多いが、MRSA を含むブドウ球菌、Proteus 属、
真菌なども報告されている。今回我々は、悪性外耳道炎の 2 例を経験したためその治療経過を報
告するとともに若干の文献的考察を行った。【症例提示】症例 1：70 歳男性。既往歴として、64
歳時に右真珠腫性中耳炎にて他院での鼓室形成術があった。他に左肺癌術後、両耳下腺腫瘍（ワ
ルチン腫瘍疑い）、左甲状腺腫瘍、高血圧、高尿酸血症、C 型肝炎にて経過観察中である。糖尿
病は認めなかった。以前より右耳漏が続いており近医耳鼻科で吸引処置を受けていたところ、右
顔面神経麻痺、右耳痛を生じ当院受診した。右外耳道内は大量の膿性耳漏と壊死組織、肉芽形成
を認め、外耳道後壁に骨の露出を認めた。顔面神経麻痺は完全麻痺であった。単純側頭骨 CT で
右鼓室、乳突洞に軟部組織陰影を、術後の影響も考えられたが外耳道の骨道部から鼓室、乳突洞
にかけて骨破壊像を認めた。細菌検査では右耳漏からアスペルギルスを認めた。2 度外来で行っ
た肉芽組織の病理組織診断は炎症性肉芽組織であった。以上より顔面神経麻痺を伴った右悪性外
耳道炎と診断し、入院にてスルバクタム / アンピシリンを開始し、外耳道内は耳洗浄後にビホナ
ゾールの塗布を行った。耳痛や耳漏が継続し、デブリードマンと悪性腫瘍の除外目的に、治療開
始 18 日目に乳突削開術を施行した。抹消血管確保困難もあり、治療開始 23 日目にシタフロキサ
シン内服に変更し、ビホナゾールの塗布に加え、ブロー液による局所処置も開始した。また術後
に高気圧酸素療法（2.5 絶対気圧、100％酸素、90 分間）を開始するも、頭痛などの症状により 2
日間で中断した。顔面神経麻痺については著変ないものの、耳痛、耳漏に関しては改善を認め、
治療開始 38 日目に退院となり、外来治療を継続中である。症例 2：71 歳男性。既往歴として 66
歳時に頸部食道癌、上咽頭限局のびまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫の同時発症にて放射線化
学療法後に咽頭喉頭食道切除術を受けていた。上咽頭へは 50Gy の照射、そのうち 30Gy は両側
頭骨を含んだ照射だった。67 歳時、69 歳時に悪性リンパ腫の再発を認めるも、どちらも化学療
法施行にて最終的には完全寛解となっていた。糖尿病は認めなかった。右耳漏を主訴として当科
受診し、右外耳道炎として外来加療をおこなっていた。治療開始後 4 ヵ月にて右耳痛あり、左耳
漏も認め、単純側頭骨 CT にて両側外耳道の骨道部から鼓室、乳突洞、両側下顎骨頭にかけて骨
破壊像を認め、細菌検査では右耳漏からニューキノロン耐性緑膿菌を検出したため、両側悪性外
耳道炎と診断し、入院にてドリペネム点滴を開始した。薬剤感受性検査結果からタゾバクタム /
ピペラシリンに変更後も疼痛、両側耳漏に関しては改善傾向であったが、外来内服加療に切り替
えると、両耳痛、両耳漏の増悪あり、再度入院にてタゾバクタム / ピペラシリンを繰り返した。
また疼痛加療にはオピオイドの併用も行い、高気圧酸素療法は合計 32 回施行した。自覚症状は
改善と増悪を繰り返しながら、両側の側頭骨の骨破壊は徐々に進行した。治療開始 21 ヶ月後に、
左頸部リンパ節腫大を認め、リンパ節生検にて悪性リンパ腫の再発と診断された。白血球減少、
腎機能低下から化学療法施行困難ということで、両悪性外耳道炎の抗菌薬加療の継続と Best 
Supportive Care を行い、悪性外耳道炎治療開始 25 ヶ月後に死亡した。【まとめ】顔面神経麻痺
をきたした症例、両側罹患の症例と 2 例の悪性外耳道炎を経験した。非常に予後不良な疾患であ
り、早期診断から治療につなげていくことが重要であり、強力な抗菌薬の長期投与、局所洗浄や
ブロー液などによる局所処置、高気圧酸素療法、必要あれば手術を組み合わせた集学的治療が必
要である。
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当科における弛緩部型真珠腫新鮮例の検討

峯川　　明、石田　克紀、渡邊　浩基、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】真珠腫性中耳炎に対する当科での基本術式は外耳道保存型鼓室形成術（canal wall 
up 法：CWU）、一期的伝音再建、コルメラは長期安定のために原則自家材料（耳小骨、皮質骨、
耳介軟骨）を用いている。真珠腫の全除去が困難な症例（鼓室洞や顔面神経窩へ広く侵入してい
る症例、天蓋が低い症例、乳突蜂巣発育不良症例等）については外耳道後壁削除型鼓室形成術

（canal wall down 法：CWD）を選択している。術前の CT 所見で真珠腫が上鼓室周辺に限定し
ており、乳突蜂巣発育不良症例、天蓋が低い症例は経外耳道的上鼓室開放術（trans canal 
atticotomy TCA）を選択している。CWU と TCA 症例は術後鼓膜再陥凹による真珠腫再発の予
防と外耳道形態を保つため、Scutum の骨欠損部に対して耳介軟骨による Scutumplasty を行っ
ている。また CWD 症例についても、術後の外耳道形態を保ち、cavity problem 回避のために、
耳介軟骨と主に骨パテを用いた外耳道再建術を施行している。今回、当院で行った弛緩部型真珠
腫新鮮例につき、術式選択、術後成績、術後外耳道形態につき検討を行った。

【対象と方法】2013 年 4 月～ 2017 年 4 月まで当科で手術を行った弛緩部型真珠腫新鮮症例。術
後 1 年以上経過観察しえた症例を用いた。真珠腫の進展度は、中耳真珠腫進展度分類 2015 改訂
案及び、EAONO/JOS　Joint Consensus Statements on the Definitions, Classification and 
Staging on Middle Ear Cholresteatoma に基づき、Stage 分類、STAM 区分、アブミ骨病変の程
度（S 分類）を術中所見から評価し、乳突部の蜂巣発育程度（MC 分類）を術前 CT 所見で評価
した。聴力成績は、術後半年以上経過した症例を対象とし日本耳科学会伝音再建後の術後聴力成
績判定基準（2010）を用いて評価した。術前聴力 scale out 例、未再建症例は聴力評価から除外
した。
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後天性中耳真珠腫新鮮例の進展度と聴力の検討

稲垣　太郎、井谷　茂人、太田　陽子、白井　杏湖、河野　　淳、塚原　清彰
東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

中耳真珠腫の手術の第一義は真珠腫の摘出であるが、聴力温存・中耳伝音系の改善も望まれる。
2015 年 4 月から 2017 年 3 月までの 2 年間に東京医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科にて手術
を施行した後天性中耳真珠腫新鮮例のうち、術後 1 年以降に聴力を評価しえた 21 耳について検
討した。中耳真珠腫進展度分類 2015 に基づいて分類、伝音再建後の術後聴力成績判定基準（2010）
に基づいて判定した。性別は男性 17 耳、女性 4 耳、年齢は 21 歳から 67 歳（平均 43.2 歳）であっ
た。病態分類では、弛緩部型 16 耳、緊張部型 3 耳、二次性 1 耳、分類不能型 1 耳、進展度分類
では stage1 2 耳、stage2 18 耳、stage3 1 耳であった。進展部位別では P 10 耳、T 17 耳、A 19 耳、
M 11 耳であった。術後聴力成功例は、13 耳（61.9％）であった。病態分類別では、弛緩部型 9
耳（52.9％）、緊張部型 2 耳（66.7％）、二次性、分類不能型各 1 耳（100％）、進展度分類では
stage1 2 耳（100％）、stage2 11 耳（61.1％）であった。進展部位別では P 5 耳（50％）、T 10 耳

（58.8％）、A 11 耳（57.9％）、M 5 耳（45.5％）であった。術前骨導平均聴力レベル 20dB 以上の
症例では 2 耳（28.6％）と成功率が低かった。結語：　術後 1 年以降に聴力を評価しえた後天性
中耳真珠腫新鮮例の術後聴力について検討した。進展部位と術後聴力との関連は明らかなものが
得られなかった。術前の骨導閾値が高い症例で術後聴力の改善が乏しかった。
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真珠腫が初回手術後複数回再発した症例の検討

矢間　敬章 1、國本　泰臣 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】
当科では真珠腫に対する基本術式として、必要な部位が明視下におけるように mastoidectomy 

on demand によるアプローチを採用しており、小児例などには canal wall up や combined 
approach を採用している。また削開した上鼓室側壁および外耳道後壁は薄切軟骨を使用して再
建するなど、術後の外耳道形態を保つ様にしており、また軟骨による再建に工夫をし、陥凹予防
も心がけている。

真珠腫に対する術後の問題点として真珠腫の再発があり、再発には遺残性再発と再形成性再発
がある。遺残性再発は軟骨再建のため診察所見からは直視出来ないことがあり、小さな病変であ
ると画像所見としても確認できないことがあるため、当科では積極的に確認手術や段階手術を
行っている。しかし確認手術を行った後なお再発を来す症例も見られている。今回われわれは、
初回手術後複数回再発した真珠腫症例を集計し、その特徴について検討したので報告する。

【対象】
2008 年 4 月から 2018 年 3 月までの 10 年間に、当科で手術を行った真珠腫症例のうち、初回

手術後の再発が複数回見られ手術加療を行った 14 例である。
【結果】

症例は男 10 例、女 4 例で、手術時年齢は 9 － 59 歳（平均 27.3 歳）であった。疾患の内訳は、
中耳真珠腫が 7 例、先天性真珠腫が 1 例、術後耳が 6 例であった。遺残性再発は 7 例、再形成性
再発は 7 例であった。再手術、段階手術も含めた最終的な術式は、外耳道後壁保存型鼓室形成術
が 3 例、外耳道後壁削除・乳突非開放型鼓室形成術が 11 例であった。これらのうち、7 例で乳
突腔部分充填術を行った。

遺残性再発の部位は、前鼓室や鼓室洞・顔面神経周囲および外耳道再建軟骨前方端、mastoid
に見られた。また再形成性再発は、外耳道再建軟骨の前方・後方端、再建軟骨接合部に見られた。
前回の再発部位と同様の場所に再々発を生じたのは、再形成性で 2 例、遺残性で 3 例であった。
再発に対する手術から再々発に対する手術までの期間は、再形成性で 1 年 0 ヶ月～ 5 年 2 ヶ月（平
均 3 年 1 ヶ月）、遺残性で 11 ヶ月～ 3 年 6 ヶ月（平均 2 年 3 ヶ月）であった。

【考察】
遺残性再発を反復した理由としては、視野確保困難・手術操作困難な部位であることや、再手

術のため鼓膜面の癒着部位の処理が上手く出来ていなかった可能性が考えられた。視野を確保し
にくい場所、手術操作が困難な場所については内視鏡及び内視鏡用器具を用いてしっかり確認し
ながら確実に清掃を行うことによる対応が必要である。また、先天性真珠腫例は真珠腫摘出後に
骨削開を追加しスムージングをしておくことや、削開困難部位は画像評価で厳重経過観察が必要
である。

再形成性再発の場所は再建軟骨端および軟骨を重ねた部位に生じており、これは耳管機能不良
に伴い再建部が陥凹することにより軟骨のずれが生じて隙間を形成し、上皮の再侵入を許してい
ると考えられる。再形成性再発を生じた症例中、耳管機能検査を施行した 3 例すべてにおいて、
耳管機能不全の所見であったことから、耳管機能についての術前検討は重要であると再認識した。
また再々発の部位は再発時に修正した部位と異なる部位から再形成を生じている物が多く、対策
としてなるべく再建軟骨の接合部を減らすため、使用する軟骨は一枚板でなるべく大きいものを
使用することや、再発の可能性が低いと考えられた症例は乳突腔の充填を併用することも検討し
たほうがよいと考えられた。

遺残性再発と再形成性再発の手術に至るまでの期間の違いから、経過観察において術後 3 年目
頃までは CT 画像を併用し、その後は視診である程度評価が可能ではないかと考えられた。一方
術後耳は 14 症例中 6 例と半数を占めており、他院での初回手術の状況が把握しにくいため予期
せぬ再発を来す可能性もあり、術後の経過観察は注意が必要であると考えられた。
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中耳真珠腫進展度分類 2015 改定案による 
大阪医療センターの手術症例の検討

西村　　洋 1、森鼻　哲生 1,2

1 国立病院機構　大阪医療センター　耳鼻咽喉科、2 市立東大阪医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】2015 年に日本耳科学会により中耳真珠腫進展度分類が提案された。昨年の本学会で
もこれに基づいた各施設での中耳真珠腫の病態や進展度、またそれに対する選択術式に関しての
報告がなされてきている。このように多くの施設がこれに基づいた報告を行うことで、選択され
る術式の改善点が明らかになることが期待される。今われわれは、大阪医療センターに筆者らが
赴任した 3 年前からの中耳真珠腫の進展度や鼓室形成術の術式をまとめて、2015 改定案を用い
て検討したので報告する。

【対象と方法】2015 年 4 月から 2018 年 3 月までの 3 年間で大阪医療センターで手術治療を行っ
た中耳真珠腫は 60 耳（男性 29 耳、女性 31 耳、平均年齢 41.5 歳、中央値 39 歳）を対象とした。
内訳は弛緩部型 38 耳、緊張部型 11 耳、先天性真珠腫 6 耳、二次性真珠腫 5 耳であった。

【結果】Stage 分類の内訳は弛緩部型 38 耳中、StageI が 12 耳（31%）、StageII が 22 耳（58％）、
StegeIII が 4 耳（11％）であった。緊張部型 11 耳では、StageI が 6 耳（55%）、StageII が 3 耳（27％）、
StegeIII が 2 耳（18％）であった。先天性真珠腫 6 耳では、StageI が 1 耳、StageII が 4 耳、
StegeIII が 1 耳であった。二次性真珠腫 5 耳では、全例が StageI であった。

術式は弛緩部型真珠腫 38 耳中、一期的鼓室形成術が 16 耳（I 型の連鎖再建が 8 耳、III 型が 8 耳）
で、段階的鼓室形成術となったのが 22 耳であった。これらの段階的手術の二次手術での連鎖再
建は III 型 16 耳、IV 型 1 耳、未手術 5 耳であった。真珠腫の進展度別に術式の選択をみてみると、
StageI（12 耳）は一期的鼓室形成術が 6 耳（I 型の連鎖再建が 5 耳、III 型が 1 耳）で、段階的
鼓室形成術となったのが 6 耳（二次手術での連鎖再建は III 型が 4 耳、未手術 2 耳）であった。
StageII（22 耳）は一期的鼓室形成術が 6 耳（I 型が 0 耳、III 型が 6 耳）で、段階的鼓室形成術
となったのが 16 耳（二次手術での連鎖再建は III 型が 12 耳、IV 型が 1 耳、未手術 3 耳）であっ
た。StageIII の症例（4 耳は全例 CW 外耳道後壁破壊でそのうち 1 耳は LF 迷路瘻孔も）は全例オー
プン法で一期的手術となった。また 3 例は全身麻酔に耐えれる状態ではなく局所麻酔での手術と
なった。連鎖再建法としては I 型 3 耳、III 型 1 耳であった。

緊張部型（11 耳）は、一期的鼓室形成術が 9 耳（I 型が 1 耳、III 型が 5 耳、IV 型が 3 耳）、
段階的鼓室形成術が 2 耳で、二次手術での連鎖再建はこの 2 耳とも III 型であった。真珠腫の進
展度別に術式の選択をみてみると、StageI（6 耳）は 4 耳で一期的手術（I 型 1 耳、III 型 2 耳、
IV 型 1 耳）で、段階手術は 2 耳でその二次手術での再建は 2 耳とも III 型であった。StageII（3 耳）
は全て一期的手術で III 型 2 耳、IV 型 1 耳であった。StageIII（2 耳）は全て一期的手術で III 型
1 耳、IV 型 1 耳であった。

先天性真珠腫（6 耳）は StageI の 1 耳のみが経鼓膜アプローチによる一期的手術（I 型）であっ
たが、残りの StageII の 5 耳は段階的手術で、このうち期間内に二次手術を施行した 4 耳全てが
IV 型の連鎖再建となった。

二次性真珠腫（5 耳）は全例 StageI で、一期的鼓室形成術となった。連鎖再建は I 型が 4 耳で、
III 型が 1 耳であったがこの症例が III 型になった理由は外傷性連鎖離断によるものであった。二
次性真珠腫に関してはその原因として外傷が 3 耳（60％）もあった。

トータルの術式の選択としては、一期的手術 31 耳（52％）、段階的鼓室形成術 29 耳（48%）
であった。連鎖の再建法としては I 型が 14 耳（26%）、II 型が 32 耳（59％）、IV 型が 8 耳（15％）
となっていた。

【考察】今回、概ねステージが軽い方が一期で終わる傾向であるように予想されたが、弛緩部型
真珠腫では StageII の場合は段階手術になった割合がすこし多かったが、緊張部型の場合はそう
でもなく、必ずしも一致しているわけではなかった。また一期的手術で終わったものが約半数あ
り集計してみると意外と多かった。連鎖の再建としては III 型の連鎖再建がもっとも多い結果で
あり予想通りのものであった。先天性真珠腫に関しては、アブミ骨の上部構造が破壊されること
が多く、IV 型になる割合が多かった。
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両側真珠腫性中耳炎手術例の検討

呉　　奎真 1、福島　典之 1、平位　知久 1、西田　　学 1、佐藤　祐毅 1、益田　　慎 2

1 県立広島病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 県立広島病院　小児感覚器科

真珠腫性中耳炎は、しばしば両側性のことがあり、特に弛緩部型に多いとされている。今回、
両側とも手術加療を行った真珠腫性中耳炎症例について、文献的考察を加えて報告する。対象と
方法：2001 年 4 月から 2012 年 3 月に当科で手術を行った後天性真珠腫性中耳炎症例で少なくと
も術後 3 年は経過を追えた 400 例 424 耳のうち、両側とも真珠腫性中耳炎にて手術を行った症例、
24 例 48 耳を対象とした。調査項目は、手術回数、stage 分類、最終術式、術後聴力成績、再発率、
鼓索神経保存状態とした。真珠腫の進展度は中耳真珠腫進展度分類 2015 改定案を用い、聴力成
績は伝音再建後の術後聴力成績判定基準 2010 を用いた。結果：当院で手術を行った全体の後天
性真珠腫性中耳炎症例のうち、両側とも真珠腫性中耳炎にて手術を行った症例は、6% であった。
両側性のうち、左右ともに弛緩部型であったのは 23 例（96%）であり、弛緩部型・緊張部型が
1 例（4%）と、弛緩部型が大多数を占めた。手術回数は、2 回が 15 例（62.5%）、3 回が 7 例（29.2%）、
4 回が 2 例（8.3%）であった。両側同時手術を行った症例は、5 例（20.8%）であった。stage 分
類では、1b、2、3 が初回手術耳 10、10、4 例、対側耳 9、13、2 例であった。最終術式では、1 型、
3c 型、4c 型が初回手術耳 0、18、6 例、対側耳 2、20、2 例であった。術後聴力成績判定基準に
よる術後成績（成功率）は、初回手術耳 20 例（83.3%）、対側耳 18 例（75%）であった。個々の
症例については両側成功 16 例（66.7%）、片方成功 6 例（25%）、両側不成功 2 例（8.3%）であった。
再発は、24 例 48 耳のうち 3 例 4 耳（8.3%）に認めた。再形成性再発が 2 耳・遺残性再発が 2 耳
であった。鼓索神経は両側保存 21/24（78.5%）、一側切断 3/24（12.5%）、両側切断 0/24（0%）
であった。一側切断した 3 例のうち、初回手術時の切断が 1 例、対側手術時の切断が 2 例であっ
た。考察： 両側真珠腫性中耳炎の頻度について伊藤は 7.1% と報告しており、当科の検討でもほ
ぼ同程度であった。過去の報告でも圧倒的に弛緩部型が多いが、当科の検討においても弛緩部型
が多数を占めた。患者負担を考え手術回数をなるべく少なくするために、当科では両耳同時手術
も行っており、そのことによる特筆すべき問題はなく患者満足度も高い。両側真珠腫性中耳炎手
術例での再発率は 8.3% であったが、手術を行った真珠腫性中耳炎全体の再発率が 4.2% であった
ことを考えると、両側に真珠腫性中耳炎を発症した場合は術後再発率が高いと言える。両側真珠
腫性中耳炎症例は鼻すすり癖が関与しているとの報告があり、伊藤らは、両側真珠腫性中耳炎手
術例の 50% で鼻すすり癖があると報告している。再発率が高いのは鼻すすり癖の影響が大きい
と思われる。両側に真珠腫性中耳炎を発症した場合は、手術を行っても術後注意深い経過観察が
望ましい。
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著しい内耳破壊をみとめた若年者の真珠腫性中耳炎の一例

角南貴司子 1、森口　　誠 1,2、神田　裕樹 1、井口　広義 1

1 大阪市立大学　医学部　耳鼻咽喉科、2 森口耳鼻咽喉科

［はじめに］真珠腫性中耳炎ではときに骨破壊が進展している症例を経験することがあるが、若
年者では比較的まれである。今回我々は半規管に広範囲の骨欠損をみとめた若年者の真珠腫性中
耳炎の症例を経験したので報告する。［症例］14 歳男性。主訴：耳痛・耳漏。並存症：先天性甲
状腺機能低下症、限局性強皮症。現病歴：幼少期より中耳炎を反復していたが、当科受診 1 か月
前より右耳漏、耳痛が持続。近医にて処置をうけていたが改善しないため当科紹介となった。耳
内所見：右外耳道に突出する隆起性病変を認めた。側頭骨 CT 所見：右乳突蜂巣に軟部陰影をみ
とめ、前半規管、外側半規管が広範囲に破壊されていた。軟部陰影は外耳の隆起性病変に連続し
ていた。腫瘍性病変の可能性も考慮されたため、側頭骨 MRI を施行されたが同部位の拡散制限
がみられ真珠腫性中耳炎の可能性が高いと診断した。術前純音聴力：右 51.3dB　左 6.3dB。手術
所見：外耳道後壁は広範囲に破壊、乳突蜂巣に真珠腫と肉芽が充満。顔面神経は第二膝部から垂
直部にかけて露出し周囲を肉芽と真珠腫が取り囲んでいた。乳突洞内には仮骨病変があったが、
外側半規管および前半規管の骨迷路は破壊されており、膨大部内部には真珠腫が充満していた。
膜迷路内の真珠腫を摘出したがリンパの漏出は認めなかった。砧骨は欠損していたが、鐙骨は融
解を認めなかった。術後経過：手術終了後明らかな眼振は認めず、めまいの訴えもなかった。術
後純音聴力：右 37.5dB　左 1.3dB　右耳の骨導閾値の悪化は認めていない。［まとめ］本症例で
は幼少期より中耳炎を反復していたこと、および術中所見で仮骨が著明であったことよりかなり
以前より病変があったのではないかと考えられる。そのため手術時にはすでに膜迷路が閉塞して
おり、膜迷路を一部摘出したにもかかわらず、聴力が悪化しなかったと考えられる。
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半規管瘻孔を伴う真珠腫性中耳炎症例の検討

神田　裕樹 1、角南貴司子 1、森口　　誠 2、高野さくらこ 1、井口　広義 1

1 大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学、2 森口耳鼻咽喉科

初めに：進行した真珠腫性中耳炎では広範な骨破壊、半規管瘻孔、顔面神経麻痺、頭蓋内合併
症など様々な合併症を生じる。半規管瘻孔はめまいや難聴を引き起こし、Stage3 の真珠腫性中
耳炎の中で最も多い合併症である。好発部位は外側半規管が大半をしめており前半規管・後半規
管は頻度が低い。頻度は約 5 から 10％と言われており、術前の CT で瘻孔を見落とさないよう
に注意が必要である。瘻孔の処理に関しては、原則として手術の最後におこない、非膨大部から
真珠腫母膜の剥離をおこない直接吸引しないように注意深く操作をおこなう。骨片、骨パテ、筋
膜で被覆しフィブリン糊で閉鎖処理を行う。適切な瘻孔処理をおこなうことで骨導聴力を保つこ
とは可能と考えられている。今回、2016 年 3 月から 2018 年 4 月まで当科で手術加療を行った真
珠腫性中耳炎症例 58 例に対して、半規管瘻孔を伴う真珠腫性中耳炎症例 14 症例（14 耳）にお
いて検討をおこなった。対象：2016 年 3 月から 2018 年 4 月までで当科で手術加療おこなった、
半規管瘻孔を伴う真珠腫性中耳炎 14 例（14 耳）である。男性：女性＝8：6、右耳：左耳＝10：4、
年齢は 15 歳から 76 歳（平均 66.8 歳）であった。真珠腫の分類は弛緩部型 8 例、緊張部型 3 例、
混合型 1 例、先天性 1 例、術後耳における再発性真珠腫 2 例であった。中耳真珠腫進展分類
2015 を用いた進展分類では Stage3：11 例、Stage4：1 例、術後耳 2 例であった。全例でふらつき・
めまいの訴えがあった。瘻孔症状は 12 例でみとめており、2 例は認めなかった。瘻孔の部位は
18 箇所認め取り、瘻孔の進展度は Dornhoffer と Milewski の分類で 1：8 例、2a：2 例、2b：2 例、
3：6 例であった。瘻孔部位は外側半規管のみが 10 例であり、外側半規管＋前半規管が 4 例であっ
た。内耳瘻孔の処理に関しては Dornhoffer と Milewski の分類で 3 を除く 11 例で一期的に閉鎖
を行った。真珠腫母膜剥離後に骨パテ・骨片・筋膜を用いて瘻孔部位を被覆しフィブリン糊で閉
鎖処理をおこなった。施行した術式は外耳道後壁保存型が 1 例、外耳道後壁削除型が 12 例であっ
た。（術後耳 2 例に関しては前回手術で外耳道後壁削除がおこなわれていた）。検討・考察：伝音
再建に関しては聴力の 3 型：2 例　4 型：1 例　再建なし：11 例（内 1 例は 2 期手術をおこない
伝音再建おこなった）であった。伝音再建をおこなった症例に関しては耳科学会提唱の「音再建
後の術後聴力成績判定基準（2010）」を用いて評価した。また、伝音再建をおこなっていない症
例に対しては聴力の評価は術前後の 3 分法骨導聴力で比較をおこなった。術前よりすでに Scale 
out であった 4 耳は除外した 10 例を対象おこなう予定としている。眼振検査を術前に施行した 9
例に関しては患側方向への水平性眼振は 3 例、健側方向への水平性眼振は 3 例、方向交代制背地
性眼振が 1 例、周期性眼振が 1 例、眼振なしが 1 例であった。めまい自覚症状は術後 1 週間以内
で全症例軽快認めた。適切な瘻孔処理をおこなうことで、めまい症状の改善、骨導聴力を保つこ
とは可能であると考える。
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急速に進行し半規管瘻孔をきたした 
小児後天性真珠腫症例の CT 値による検討

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

【はじめに】小児の後天性真珠腫症例は耳漏を伴う場合が多く、また側頭骨が発育途中で幼弱組
織も多く感染を契機に急速に進行する症例もあるため、成人例よりも慎重な対応が必要とされて
いる。CT ハンスフィールド値（CT 値）は空気を -1000HU、水を 0HU として物質の密度を示し
ており、CT 値から骨強度を評価した報告が散見されるが、小児真珠腫症例での検討例はない。
今回我々は急速に進行し半規管瘻孔をきたした小児後天性真珠腫症例で、増悪前の高解像度 CT
から骨強度の低下が予想できなかったか後ろ向きに検討したので報告する。【症例】9 歳　男児 7
歳時　近医耳鼻科で左滲出性中耳炎を指摘。9 歳時　左耳漏で近医受診し、真珠腫性中耳炎疑わ
れ当科紹介受診。3 か月後手術加療予定としていたが、予定の 1 か月前に耳漏が止まらず受診。
ふらつきと嚥下時のめまいあり。側頭骨 CT では 2 か月前には認めなかった半規管瘻孔を来して
いたため同日緊急入院の上、左鼓室形成術、外耳道孔壁保存型乳突削開術、瘻孔閉鎖術を施行。【方
法】初診時に撮影した CT を用いて術前 CT で瘻孔を来していた外側半規管隆起周囲の CT 値を
左右で比較した。水平断および環状断で検討した。【結果】瘻孔をきたしていた部位では正常側
に比べて、術側ではCT値は小さかった。真珠腫と離れた内耳骨包では左右差は認めなかった。【考
察】小児の場合は特に不要な被爆は回避すべきであり頻回の CT 撮影は行わないことが多い。し
かし、今回の症例では、前回 CT 撮影時から 2 か月と短期間だったものの再度 CT 評価すること
で半規管瘻孔が疑われ緊急手術となった。持続する感染を伴っており、急速に進行するリスクが
あった。初診時の CT からリスクを評価できたか後ろ向きに検討した結果、外側半規管隆起の
CT 値の低下を認め骨強度が低下していた可能性が考えられた。今回は一症例のみでの検討のた
め、さらに症例を重ねて検討する必要がある。
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耳小骨奇形と鑑別が困難であった先天性中耳真珠腫

小川　　洋
福島県立医科大学　会津医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】鼓膜に異常所見を認めない伝音難聴症例の場合、通常耳小骨奇形、耳硬化症などの
疾患を疑い画像検査を行う。一方で鼓膜から白色あるいは赤色、赤褐色の腫瘤が透見される伝音
難聴症例の場合、先天性真珠腫、内頸動脈走行異常、傍神経節腫瘍、神経鞘腫などの疾患を疑い
画像検査を行う。伝音難聴の画像検査として耳鼻咽喉科領域に特化したコーンビームCT（CBCT）
は優れた空間分解能を有するために耳小骨連鎖を評価する上で優れたモダリティである。今回わ
れわれは鼓膜に異常所見を認めない伝音難聴症例に CBCT を施行したところ耳小骨連鎖に異常
を認め、中耳奇形を疑い手術を施行したところ、いわゆる open 型の真珠腫が認められた。本症
例の臨床経過、画像所見、手術所見を提示し興味深い臨床経過を示した症例を報告する。【症例】
11 歳女児経過　小学校就学時健診で左の難聴を指摘され、近医耳鼻科を受診。左伝音難聴が認
められたため精査加療目的で当科紹介となり受診した。左伝音難聴が認められ CBCT を施行し
た。左アブミ骨は確認されたがキヌタ骨長脚の描出が不明瞭であり、キヌタ骨長脚の欠損が疑わ
れた。母親および本人に左難聴が存在すること、手術により聴力改善が期待できることを説明し、
希望時に手術を行うことを説明した。当時手術に対する希望はなく、その後夏休みを利用して定
期的に受診し、聴力検査および鼓膜の観察を当科で行った。経過中聴力の変動はほとんどなかっ
た。5 年生になり男の先生の声が聞こえにくいとの訴えがあり、手術を希望したため手術を計画
した。この際再度 CBCT を施行したところ、5 年前の画像と比較して耳小骨の形態に変化はほ
とんど見られなかった。【手術所見】手術は全身麻酔下に内視鏡下に施行した。耳内に切開を加え、
外耳道鼓膜皮弁を挙上し、鼓室内を観察すると黄色がかった柔らかい組織がキヌタ骨長脚を囲む
ように存在しており、キヌタ骨長脚の一部が消失しているのが確認された。この組織周囲には肉
芽が存在していた。アブミ骨は正常構造を保っており、キヌタ骨を摘出し、トリミングしたのち、
コルメラとして使用し、III-C の伝音連鎖を再建し、外耳道鼓膜皮弁を戻した。翌日出血のない
ことを確認し退院とした。黄色がかった組織は真珠腫として矛盾しない病理像を示した。肉眼的
な所見と病理学的所見からいわゆる open 型の真珠腫と診断した。術後聴力は気骨導差が消失し、
対側とほぼ同様まで改善した。【考察】本症例は初診から 5 年間鼓膜所見を年に一度観察してい
たがまったく変化がなかった。聴力に関してもほとんど変化がなかった。画像所見もほとんど変
化がなかった。open 型の真珠腫の場合、感染を伴うなどのイベントがなければある程度の期間
増大することなく経過することが示唆された。また術後に CBCT の画像を再検討してみるとキ
ヌタ骨長脚付近の淡い陰影が真珠腫の存在を示していたものの考えられた。微細な構造を評価す
る場合より注意深い読影が必要であると考えられた。
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高齢で発見された乳突腔原発先天性真珠腫の 1 例

坂井田　寛、竹内　万彦
三重大学　大学院医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】
先天性真珠腫の多くは鼓室から発生し、鼓膜所見や難聴を契機に診断される。乳突腔から発生

する先天性真珠腫は稀であり、鼓膜所見が正常であること、長期間無症状で経過することから早
期に診断されにくく、周囲の重要組織の骨欠損を伴うことがある。われわれが経験した高齢で発
見された乳突腔原発先天性真珠腫症例を提示する。

【症例】
87 歳 男性。主訴：右耳痛、右耳漏。耳疾患および耳科手術の既往はない。当科受診の半年前

から右耳痛、耳漏のために近医で治療を受けていた。耳痛が持続するために MRI を撮影したと
ころ、右乳突蜂巣に骨破壊を伴う陰影を認めたため当科に紹介された。耳鏡所見では、外耳道後
壁から下壁の皮膚に debris が認められた。鼓膜には穿孔や陥凹はなかった。純音聴力検査では
右 27.5dB、左 18.dB8 感音難聴 27.5dB の高音漸減型感音難聴を認めた。側頭骨 CT では、両耳と
も乳突蜂巣の発育は良好であった。右乳突蜂巣は軟部組織陰影が充満しており、含気はなかった。
外耳道後壁から連続するように蜂巣に骨破壊を認めた。中頭蓋窩および後頭蓋窩には骨破壊はな
かった。耳小骨には溶骨性変化はなく形態は保たれていた。MRI では、T1 強調画像で低信号、
T2 強調画像で低信号、拡散強調画像では高信号の腫瘤性病変を認め、Gd 造影 T1 強調画像にお
いて腫瘤の辺縁のみが造影された。ガリウムシンチグラフィおよび骨シンチグラフィでは病変部
分に集積を認めた。血液検査では、CRP 上昇や白血球増多はなく、β-D- グルカンは陰性であった。
外耳道後壁経由で行った乳突部の生検では、壊死した骨組織と酵母様真菌の集簇を認めた。乳突
腔内の培養検査では、Candida parapsilosis　が同定され、薬剤感受性試験ではフルコナゾール
に対して感性であった。Candida parapsilosis　感染を伴った乳突腔原発先天性真珠腫と診断し、
フルコナゾール 400mg/ 日の投与を開始するとともに外耳道保存型乳突削開術を行った。乳突腔
には肉芽状の matrix を伴った真珠腫を認めた。真珠腫周囲の乳突蜂巣の骨組織は淡褐色に変化
しており、非常に脆弱化していた。真珠腫を摘出後に matrix を除去した顔面神経垂直部と鼓索
神経が露出していた。真珠腫周囲の壊死状の蜂巣を削開した。真珠腫は上鼓室には連続していな
かった。外耳道後壁欠損部を閉鎖して手術を終了した。真珠腫 matrix には炎症細胞の浸潤、酵
母様真菌を認めた。術後半年間にわたりフルコナゾール内服を継続した。耳痛、耳漏は消失し、
側頭骨 CT において右乳突蜂巣の含気は良好に回復していた。

【考察】
先天性真珠腫は側頭骨の様々な部位から発生するが、乳突腔原発は最も少ないとされている。

乳突腔原発先天性真珠腫は無症状で長期間経過するため、30 歳歳代から 70 歳代に耳後部の疼痛
や腫脹を契機に診断される。診断時には既に周囲の骨組織破壊を伴っていることがあり、S 状静
脈洞の露出、外耳道後壁の骨欠損、後頭蓋窩硬膜の露出、顔面神経の露出等の所見を伴う。真珠
腫が乳突腔に限局しているため、外耳道後壁保存型乳突削開術を行い、真珠腫の matrix を摘出
する必要がある。本症例では、真珠腫周囲の蜂巣が感染によって脆弱化していたため、副損傷に
注意した手術操作が必要であると考えられた。また、感染を伴っている場合には、起炎菌に応じ
た薬物療法が重要であると考えられた。
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当院で経験した乳突腔型先天性真珠腫の一例

山口　　航 1,2、小森　　学 1,2、山本　　裕 2、小島　博己 2

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

【はじめに】先天性真珠腫は、今までの報告から同じように鼓室内から先天性に発生し、乳突腔
や錐体部原発のものは比較的稀である。今回我々は、乳突腔から発生したと思われる先天性真珠
腫の 1 例を経験したため報告する。【症例】50 歳男性、2 か月前からの右耳漏、右耳痛を主訴に
近医耳鼻科より紹介となった。既往は 15 歳頃に他院耳鼻科で右外傷性鼓膜穿孔に対して鼓室形
成術を行っていた。初診時の耳内所見では耳漏と外耳道後壁腫大による外耳道狭窄認め、鼓膜は
観察困難であった。明らかな眩暈や顔面神経麻痺症状は認めなかった。純音聴力検査では、4 分
法にて右 75.0dB、左 21.3dB と右伝音性難聴を認めた。側頭骨 CT 検査を施行したところ、右耳
乳突部を中心とした膨張性の軟部濃度陰影を有し、外側は耳介直下、後方で後頭蓋窩の骨壁欠損、
前方では高度圧排偏位により外耳道の狭小化を認めたが鼓室内に異常軟部濃度陰影は示さなかっ
た。MRI でも同部位領域で T1WI にて低信号、拡散強調（Non-EPI 法）画像にて高信号を認めた。
画像検査の結果、乳突部から外方進展した先天性真珠腫と診断し手術となった。耳後部切開を行
い、側頭骨表面を露出し外耳道再建目的に Palva flap を作成、画像上で側頭骨外側の骨破壊も認
めていたため、一部筋層を付着させ真珠腫母膜外側を同定し剥離していった。外耳道後壁保存型
乳突削開術を行い、真珠腫母膜を外耳道後壁から剥離し内容物を減量し摘出した。外耳道後壁部
分は炎症により癒着が強く、一部外耳道後壁皮膚は合併切除した。比較的 S 状静脈洞、中頭蓋
窩との剥離は容易であり、硬膜の合併切除を行わなかったため、脳神経外科はスタンバイのみと
なった。術中に外耳道側を再確認すると、過去の鼓室形成手術後による浅在化鼓膜を認め、乳突
洞と乳突蜂巣は炎症のため、完全に分断されていた。その為、死腔防止のため乳突洞まで開放し
た。外耳道後壁は palva flap と耳介軟骨により再建を行い、癒着防止にシリコンプレートを鼓膜
下に挿入、また中頭蓋窩から S 状静脈洞にもシリコンプレートを挿入した。術後は経過良好で
術後 5 日目で退院となった。術後聴力は改善し、手術後半年で再発を認めず経過良好であるが、
今後も当院外来にて厳重に経過観察中である。【考察】本症例では、鼓室内は正常であり、外耳
道後壁を破壊していたが明らかな外耳道内への真珠腫浸潤は認めなかった。以上の点より本症例
は先天性真珠腫の乳突型であったと考えるのが妥当であると思われる。乳突型真珠腫は稀である
が、真珠腫進展に伴い外耳道後壁、S 状静脈洞、後頭蓋窩の処置に難渋することがある。本症例
では外耳道後壁保存型乳突削開を選択したが、外耳道壁損傷の著明例や手術視野の確保が困難な
場合は後壁削除も考慮する必要がある。また、炎症に伴う硬膜癒着例もみられることがあり、脳
神経外科含む他科との連携も大事となる。乳突腔や錐体部原発の先天性真珠腫は稀であり、中耳
真珠腫進展度分類 2015 改定案の先天性真珠腫進展度分類でも適応はされていないが、今後も遭
遇する機会がある疾患である。本症例は現状真珠腫の再発を認めていないが今後も厳重に経過観
察していく次第である。
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当科における先天性真珠腫の臨床的検討

山木　英聖、片田　彰博、林　　達哉、原渕　保明
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【目的】先天性真珠腫は、近年の画像機器の進歩や学校検診の充実によって、比較的早期に診断
されるようになった。先天性真珠腫の多くは無症候性であるが、病状が進行しないうちに早期に
手術を行うことが重要である。今回我々は、当科で経験した先天性真珠腫症例について検討を行っ
たので報告する。【対象と方法】対象は、平成 11 年 1 月から平成 30 年 3 月までの 19 年間に旭川
医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科にて先天性真珠腫と診断され治療を行った 38 例である。
なお本検討における先天性真珠腫の定義は、鼓膜に穿孔・陥凹など上皮侵入の機会となる異常所
見がないこと、真珠腫母膜と鼓膜に連続性がないこととした。Stage 分類は、中耳真珠腫進展度
分類 2015 年度改訂案によって提唱されている分類を用いて検討をおこなった。聴力検査が可能
な症例に対して、2010 年日本耳科学会判定基準案を用いて術後聴力の判定をおこなった。【結果】
症例の内訳は、年齢は 1 歳から 23 歳で（平均 6.2 歳）であり、性別は男性が 26 例、女性 12 例
と男性が多かった。患耳は左耳が 21 例、右耳が 17 例であった。真珠腫の発見契機は、患耳の急
性中耳炎または滲出性中耳炎にて加療中に発見されたものが 17 例、学校検診で難聴を指摘され
見つかったものが 8 例、難聴の自覚があり受診したものが 3 例、真珠腫術後の通院中に対側に指
摘されたものが 1 例、耳以外の症状で受診し偶然発見されたものが 9 例であった。いずれの症例
もめまい、顔面神経麻痺などの合併症状は認めなかった。stage 分類では stage 1a が 13 例、
stage 1b が 6 例、stage 1c が 4 例、stage 2 が 15 例であり、stage 3・4 はいなかった。真珠腫の
形状に関しては、真珠腫母膜が嚢胞状である close 型が 24 例、真珠腫が膜状に存在する open 型
が 11 例、両者が混在した mixed 型が 3 例であった。耳小骨奇形をともなう症例はなかった。手
術方法は、前上象限に限局した close 型の症例に対しては鼓室形成術 1 型が、後上象限あるいは
上鼓室から乳突洞に至る症例に対しては段階的手術を行い、最終的に 3 または 4 型を施行してい
る例が多かった。再発は 7 例にみられ、3 回手術をおこなっているものは 4 例であった。術後の
聴力は、聴力検査の施行できた 22 症例にかぎり良好であった。【考察】当科での先天性真珠腫の
治療方針は、（1）Stage 1a に対しては耳内または耳前切開によるアプローチで可能なかぎり耳
小骨形態を保ち摘出を試みる、（2）Stage 1b に対して、耳小骨が保たれていれば可能な限り耳
小骨形態を保ち摘出を試みる、耳小骨の破壊を認めた場合は基本的には段階的手術を行い、半年
から 1 年後に revision tympanoplasty にて聴力再建を行うことにしている。先天性真珠腫の存
在部位に関しては、前上象限と後上象限に二局化することが知られている。前上象限型は耳管方
向へと前方の進展傾向があり、鼓膜より白色の真珠腫塊が透見されて発見されることが多い。今
回の検討では、Stage 1a では限局した close 型が多く、鼓室形成術 1 型での摘出が可能で再発症
例も少なかった。早期の比較的限局した真珠腫では術後成績も良いことから、早期発見・治療が
重要であることが再認識された。いっぽう Stage 1b では後下方への進展をともない、耳小骨の
破壊による難聴の発生が多いとされている。上鼓室から乳突洞に進展する症例とともに、Stage 
1b では段階的手術を行っても再発症例が比較的多く、その取り扱いには注意が必要と考えられ
た。
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当科で経験した先天性真珠腫の 1 例

グンデゥズメーメット、河野　正充、村上　大地、平岡　政信、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

［目的］先天性真珠腫は一般に鼓膜穿孔や著明な鼓膜陥凹、肉芽などを伴わない鼓膜が正常な例
でかつ鼓膜上皮と真珠腫上皮が連続していないものと定義される。難聴あるいは検診を契機とし
て診断されることや、鼓膜を透見する真珠腫の存在や、CT 所見から診断されることが多い。全
真珠腫の 1-5％を占めるとされ男性に多く見られる。今回我々は伝音難聴で鼓室形成した先天性
真珠腫の 1 例を経験し、その発生機序について文献的考察を加え報告する。［方法］症例は、7
歳の男児で、20-50dB の気導 - 骨導差のある右伝音難聴を認めた。アブミ骨筋反射は右同側と左
対側で陰性であった。CT 画像において中耳腔および上鼓室の軟部陰影を認めたため、鼓室形成
術を行った。［成績］Endaural 切開を行い Tympanomeatal Flap 挙上し中耳腔を露出したところ、
耳小骨周辺から中耳腔、上鼓室、顔面神経管上、さらにはアブミ骨底盤周辺に真珠腫を認めた。
キヌタ骨は完全に消失しており Polsic 分類 III に該当すると考えられた。真珠腫上皮組織を完全
除去したのち伝音再建についてはセカンドルック手術を予定した。［結論］今回 Endaural 
Approach で摘出した先天性真珠腫の 1 例を報告した。先天性真珠腫の病態には諸説あるが、
Potsic らの進展度分類方法は予後と相関することが報告されており、容態を考える上で有用で
あった。
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同時に手術を施行した両側先天性真珠腫の一例

山下　俊彦 1、上原奈津美 1、吉田　亜由 2、後藤友佳子 2、柿木　章伸 1、丹生　健一 1

1 神戸大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 甲南病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】先天性真珠腫は、1）鼓膜が正常であること、2）真珠腫と鼓膜の間に連続性がない
ことと定義されている。後天性真珠腫とくらべて、先天性真珠腫は頻度が少ないが両側先天性真
珠腫はさらに極めて稀である。【症例】1 歳 8 カ月　男児　近医耳鼻科で両側鼓膜に透見する白
色腫瘤あり。両側先天性真珠腫がうたがわれ手術目的で当科紹介受診。外来で経過観察していた
が、3か月後増大傾向あり。真珠腫は両側鼓膜の1象限にとどまっており、両側同時手術予定となっ
た。検査結果：中耳単純 CT で両側ツチ骨前方に丸い軟部組織陰影と、含気のある発育の良い乳
突蜂巣あり。明らかな耳小骨の破壊はなし。診断：両側先天性真珠腫日本耳科学会による中耳真
珠腫進展度分類 2015 改定案 StageI, Potsic 分類 StageI　手術所見：内視鏡を用いて（TEES：
Transcanal Endoscopic Ear Surgery）、両側鼓室形成術 I 型施行。TM-flap を挙上すると、サジ
状突起前方に closed 型の真珠腫を認めた。周囲との癒着はなく摘出し、一期的手術とした。現在、
術後約 1 年経過しているが明らかな再発は認めていない。【考察】先天性真珠腫は、外来診療で
の内視鏡の普及、高分解能 CT などの画像が容易に得られるようになったこと、先天性真珠腫
の存在が広く知られるようになったことから早期発見される例が増加している。両側先天性真珠
腫は、過去の報告も少ないが手術症例の中には進展例もあり 2 回以上手術している症例の頻度も
多い。また、小児期の言語獲得の時期であり聴力面からもどちらの耳から手術するかなど考慮が
必要である。経過観察中に自然消退するものの報告もあるが、今回のように増大傾向がみられれ
ば手術を考えるべきである。鼓室内に限局し、耳小骨にも障害が及んでいない早期の例は乳突洞
を削開することもなく、一期的な手術だけですむことも多い。TEES を用いることで、さらに低
侵襲で遺残のリスクを軽減することができるため、本症例のような早期例では、同時手術を考慮
してもよいと考える。
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好酸球性中耳炎に対し両耳人工内耳埋め込み術を施行した一例

藤坂実千郎、將積日出夫
富山大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
好酸球性中耳炎は 1995 年松谷らによって提唱された疾患概念であり、気管支喘息の合併、難

聴の進行など様々な問題を抱えている。本疾患の重要な問題として、進行する骨導聴力の低下、
時に聾となることがあげられる。通常、両側高度感音難聴であれば人工内耳の適応となるわけだ
が、中耳炎など感染症の活動期は人工内耳適応基準の医学的禁忌となる。今回、我々は好酸球性
中耳炎に対し 2010 年に右側、2018 年に左側人工内耳を施行した一例を経験したので、文献的考
察を加えて報告する。

【症例】
36 歳男性。気管支喘息あり、近医で加療を受けていた。2005 年より両側中耳炎の診断で近医

耳鼻科を受診。保存的加療に対し寛解・増悪を繰り返した。2008 年 1 月、めまいに伴う右難聴
あり、総合病院耳鼻科に紹介。右突難の診断でステロイド点滴治療を受けたが、難聴は改善しな
かった。その後、左耳は中耳炎として加療を受けたが増悪し、4 月に左鼓膜チューブ挿入された。
9 月より左粘性の耳漏と左難聴の増悪あり、好酸球性中耳炎と診断される。頻回に点耳・耳洗浄
を受け、寛解・増悪を繰り返したため、10 月当科紹介され初診した。

当科初診時所見：右鼓膜腫脹、左鼓膜チューブあり、膿性粘稠耳漏を認めた。純音聴力検査は
右 108dB、左 75dB。左耳漏細胞診で好中球に混じり好酸球が数 % 存在することが証明された。
聴器 CT では両乳突蜂巣内に軟部陰影が充満、含気を認められなかった。以上より当科でも両側
好酸球性中耳炎と診断した。鼻内は明らかな異常所見を認めないが、副鼻腔 CT では軽度の篩骨
洞炎を認めた。鼻汁細胞診では好中球とともに好酸球も認められた。当科通院治療経過：通院 1
週間後に残存していた中低音部が低下し 101dB となった。左耳掛型補聴器で何とか会話が可能
であった。普段の会話は何とかなるが、接客の際に聞き漏らしが多く仕事に支障を来すため、当
科での通院治療が 1 年を経過した 2009 年 10 月に人工内耳を強く希望されるようになった。2010
年になり人工内耳手術を予定して 1 月 8 日よりプレドニン 20mg 内服、次いで 1 月 22 日よりプ
レドニン 30mg を内服したところ、腫脹していた右鼓膜所見が軽快し、聴器 CT で含気も認めら
れるようになった。術前の平衡機能検査では右 CP を認めた。MRI で蝸牛の開存も確認された。

2010 年に右人工内耳埋め込み術を施行した。CI24RE（CA）を挿入。抵抗なくスムーズに電
極挿入されたためスタイレットは抜去した。経過は良好で聞き取りも極めて良好であった。難聴
で生活に支障を来すことが少なくなった。しかし 2015 年頃より人工内耳レシーバー部に腫脹が
見られ、経過観察していたが、排膿を起こすようになった。抗生剤内服などで加療し、聞き取り
には大きな支障がないが、感染によるデバイス抜去の可能性も考慮し、2018 年左側に人工内耳
を埋め込んだ。先行耳の右耳ほどの聞き取りではないが、両耳装用による効果は自覚しており、
現在、両耳装用で経過観察中である。

【考察】
好酸球性中耳炎は中耳炎治療のための手術は慎重を期すよう報告されている。術後、中耳炎再

発例や時に蝸牛骨化の報告があるためである。本症例は術前にステロイドを投与したが蜂巣内の
含気化は完全とは言い難かった。しかし術中の蜂巣内の所見は黄色の弾性ある組織（コレステリ
ンなど）であり、長期の炎症で産生されたこれら組織はステロイドの投与などではなかなか消失
しないのではと思われた。今回は対側にも人工内耳を埋め込んだわけだが、現在、活動性の好酸
球性中耳炎を完全にコントロールすることは難しく、本症例のように先行埋め込み耳に、デバイ
ス抜去を選択するような事態が生ずる可能性がある。好酸球性中耳炎による両側高度感音難聴に
対する人工内耳両側埋め込みは、選択肢として考慮されるべきかもしれないと考察された。
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人工内耳が有用であった CAPS/CINCA 症候群の一例

宿村　莉沙、大國　　毅、高野　賢一
札幌医科大学附属病院　耳鼻咽喉科学教室

クリオピリン周期性症候群（Cryopyrin-associated periodic syndrome：以下 CAPS）は病態
的に自己炎症性疾患に分類される症候群である。CAPS は 100 万人に 1 人と稀ではあるが、極め
て重篤な疾患で、炎症メカニズムの一部を担うクリオピリンの遺伝子である、NLRP3 変異によ
り IL-1β が常に産生されるために生下時より炎症が持続する。

家族性寒冷自己炎症症候群、Muckle-Wells 症候群、CINCA 症候群 /NOMID の 3 疾患が、同
一遺伝子変異によるものとして CAPS に統合されており、臨床症状として周期性発熱、蕁麻疹
様皮疹、関節炎、結膜炎、進行性感音性難聴がみられるが、特に感音難聴は重症度の判定に重要
である。CAPS3 疾患を比較すると、家族性寒冷自己炎症症候群では難聴は見られず、Muckle-
Wells 症候群は思春期からの感音難聴の進行を認め、全身症状が強く発現する CINCA/NOMID
は、乳児期から感音難聴の進行がみられ、時として重度難聴に至る。今回、渉猟し得た範囲で本
邦で初めて人工内耳植込術を行った CAPS/CINCA 症候群の症例を経験したので報告する。

症例は、2 歳男児。生後 2 か月から発熱、痙攣を繰り返し、前医小児科で精査を施行され
CAPS/CINCA 症候群と診断を受けた。生後まもなく ABR 105dB で無反応であり、重度感音難
聴の疑いがあるため、人工内耳の適応含め、精査加療目的に 1 歳 1 か月時に当院紹介受診となっ
た。

初診時、発育は 6 か月相当であった。当院での ASSR ではほぼスケールアウト、CT 画像では
内耳・中耳形態に明らかな異常所見はなかった。CAPS/CINCA 症候群に対して、完全ヒト型抗
IL-1β モノクローナル抗体（canakinumab）投与中で免疫抑制状態であること、発達遅滞を認め
ることも踏まえ、まずは補聴器装用時間を伸ばしつつ、全身状態や発達状態をみながら人工内耳
植込術を行う方針とした。

補聴器装用を開始してから約 1 年が経過し、音場平均はおよそ 60dB 程度であった。全身状態
と免疫抑制状態を考慮し、canakinumab の血中濃度が低くなったタイミングで、2 歳 3 か月時点
に右人工内耳植込術を施行した。手術は定型的に施行し、術後経過も良好であった。術後 6 日目
に音入れを施行。測定音で笑顔が見られ、低音には必ず反応を認めた。術後 7 日目に退院となり、
その後は当院外来にてマッピングを行いながら経過フォロー中である。

CAPS の難聴の特徴としては、両側性で高音漸傾型もしくは高音急墜型で、前庭系は障害され
ないとされている。また、内耳 MRI で蝸牛内の異常信号が報告され、血液脳関門の破綻による
炎症細胞の浸潤が生じている可能性も示唆されている。CAPS の難聴症例に対し canakinumab
の投与を行うことで、自覚的な補聴器装用下での聞き取りの改善を認め、聴力域値の改善も認め
たという報告もあるが、本症例では明らかな改善は認めず、人工内耳植込術施行の方針となった。

CAPS/CINCA 症候群両側重度難聴症例に対しては、その障害部位が後迷路ではなく蝸牛に限
定されているといわれており、人工内耳の適応があるとされる。自験例においても人工内耳が有
効であったことから、CAPS/CINCA 症候群の重度感音難聴に対しては人工内耳が有用であると
考えられる。
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真珠腫摘出と人工内耳植え込みを同時に行った 2 例

比嘉　輝之 1、我那覇　章 2、赤澤　幸則 1、近藤　俊輔 1、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・頭頸部外科学講座

はじめに：人工内耳植込みにおいて慢性中耳炎、癒着性中耳炎やその術後の状態が併存してい
ても良好な成績が得られた報告があるものの真珠腫並存耳に一期的に人工内耳植え込みを行った
報告は少ない。高齢や全身疾患の存在などで複数回の全身麻酔や周術期管理の長期化を避けられ
ること、また失聴力期間を短縮できることに一期的な手術の利点があると考えられる。今回一期
的に中耳真珠腫摘出と人工内耳植え込みを行った 2 例を経験したので報告する。症例 1：70 歳男
性で 20 日前からの左耳出血を主訴に初診した。左側に補聴器を使用していたが左外耳道びらん
と腫瘍を認めた。また右鼓膜弛緩部の陥凹を認めた。PTA は右 105dB 左 87.5dB、語音明瞭度は
右 40%（110dB）左 35%（90dB）であった。中内耳造影 CT で左外耳道から鼓室にかけて軟部
陰影と造影効果を認め頭蓋底骨菲薄化があり明らかな内耳瘻孔は認めなかった。右側は軟部陰影
の充満を認めたが造影効果は見られず耳小骨の菲薄化を認めた。右緊張部型真珠腫と診断し左側
は外耳道腫瘍生検の結果扁平上皮癌との病理診断を得た。左中耳癌に対しては動注化学療法およ
び放射線療法ののち手術を行った。術前 ABR は両側無反応であった。治療期間中は右側補聴器
の使用を行ったもののコミュニケーションは筆談となった。左中耳癌の治療 2 か月後右人工内耳
植込み術と鼓室形成、乳突削開術を行った。耳後切開、外耳道後壁削除型乳突削開を行って癒着
鼓膜を剥離したところアブミ骨は肉芽組織に覆われて不明だった。外耳道も軟骨部外耳道の途中
まで剥離して切断し真珠腫と外耳道皮膚を一塊にして摘出し外耳道閉鎖を行った。電極を正円窓
より挿入し正円窓と周囲は皮下組織で被覆し生体接着剤で固定した。術後 9 日に音入れを開始し
術後 1 か月時点では全電極問題なく装用下音場閾値 20-30dB で音声での会話も可能であった。同
時期に外耳道閉鎖部分に離開が生じた。感染所見はなく人工内耳植え込みから 1.5 ヵ月後に全身
麻酔下に外耳道閉鎖部分瘻孔を閉鎖した。電極挿入部分は瘢痕で被覆され明らかな髄液流出はな
かった。外耳道閉鎖部分は初回に浅在化した位置より深くなっており電極を偏移させないように
通常の閉鎖処置を行うことは困難だった。鼓室側から薄切耳介軟骨で外耳道閉鎖部を補強し外耳
道と人工内耳電極が接触しないようにした。術後は人工内耳装用閾値、自覚的な聞こえともに術
前と不変であった。2 年経過後も真珠腫再発は認めない。症例 2 は 73 歳男性で幼少期に中耳炎
反復の既往、15 年前に右耳手術の既往があり 13 年前より右補聴器使用していた。左側は幼少時
より聾で補聴器使用もなかった。5 か月前に右聴力増悪し近医治療にていったんは改善したが
2-3 か月前に再度右聴力増悪し改善せず会話ができなくなったため当科受診した。受診時緊張部
型真珠腫を認めた。聴力検査は右 101dB、左スケールアウト、語音明瞭度は右 10%（110dB）左
0%（110dB）で ABR 両側無反応だった右鼓室形成術、乳突削開術、外耳道閉鎖、人工内耳植え
込み術を行った。耳後切開、耳道後壁削除型乳突削開を行うと鼓膜緊張部から真珠腫が侵入しア
ブミ骨上部構造、顔面神経窩、鼓室洞、正円窓窩に進展していたが連続性を保った状態で剥離し
た。外耳道から鼓膜を全周性に剥離し外耳道皮膚を途中で切断、真珠腫及び外耳道上皮、ツチ骨
丙を一塊として摘出し外耳道は閉鎖した。電極は正円窓アプローチで挿入し挿入部は皮下組織で
被覆した。術後感染なく経過し術後 4 年経過時点で装用音場閾値 30dB、装用下音場語音明瞭度
80%（60dB）で音声のみで会話も可能であり明らかな真珠腫再発無く経過している。考察：こ
れまでの報告では二期的手術を勧めるものや、電極の脱失を予防するため外耳道を閉鎖した報告、
耳管や鼓室を同時に充填したものがある。症例 1 では術後早期に縫合不全や再癒着での牽引が原
因と思われる外耳道の小離解が生じたが耳介軟骨を併用して再閉鎖を行った。外耳道閉鎖を行う
ことで真珠腫摘出と人工内耳植え込みを同時に行いうると思われた。

P-89



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 584, 2018

人工内耳装用に至った前庭水管拡大症についての検討

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

前庭水管拡大症（Enlarged　Vestibular　aqueduct、以下 EVA）は、1978 年に Valvassori と
Clemis が画像（多軌道断層撮影）上で前庭水管拡大を認める内耳奇形として報告し、現在では
めまい・平衡障害や先天性難聴の原因となりうる頻度の高い疾患として知られるようになった。
今回、我々は人工内耳植込み術を施行した症例のうち EVA が認められた症例について、経過、
手術時の所見および術後経過について検討したので報告する。当科で人工内耳植込み術を 1985
年～ 2017 年までに施行した 930 例中、術前の側頭骨 CT 画像にて EVA が確認された小児 5 例 9
耳、成人 8 例 11 耳である。手術時年齢は小児 1 歳 4 か月から 11 歳 7 か月におよび平均 3 歳 8 か
月で術後平均 5 年 11 か月（1 年 5 か月～ 13 年）、成人では 19 歳から 63 歳におよび平均 43.5 歳で、
術後平均 3 年 11 か月（5 か月～ 12 年）であった。EVA の診断基準には Madden らの前庭水管
の直径が中間部で 1.5mm 以上もしくは開口部で 2.0mm 以上とする基準を用いた。術前の評価と
して CT 画像での前庭水管の入口部の直径（入口部径とする）と中間部の直径（中間部径とする）、
平均聴力レベル、めまいや平衡障害などの経過について、手術時の状況として、特に外リンパの
漏出、術後の経過として聴取能、小児においては構音と発達を含めて、めまいや平衡障害などに
ついて、EVA の程度との関係について検討した。蝸牛開窓時の外リンパの露出の程度は、当科
では 0：なし、1：明らかに有るもほぼなし、3：明らかにあり、少し時間をおくとたまる、4：
多いが、Gusher とは言えない、5：Gusher と思われる、の 5 段階分類（赤井の分類）として検
討した。なお、聴力レベルの 110dB 以上は 115dB として、補聴器装用閾値の無反応は 105dB と
して 4 分法で平均聴力を求めた。結果（1）画像評価　前庭水管の前後径は入口部で平均 5.72mm

（3.28 ～ 8.45mm）、中間部で平均 2.82mm（1.34 ～ 5.23mm）であった。小児と成人では、それぞ
れ平均で 5.71mm と 3.41mm、5.73mm と 2.33mm であり、明らかな差を認めなかった。（2）術
前聴力　術前の平均聴力レベルは平均 105.2dB（90 ～ 115dB）、補聴器装用閾値は平均 52.2dB（45
～ 70dB）であった。成人手術例においては、難聴の出現時期が、出生時と考えられるのは 3 例、
幼児期が 4 例であった。術前の平均聴力レベルは 104.2dB（85 ～ 110 以上）、補聴器装用閾値は
57.2dB（30 ～ 105dB）であった。（3）手術所見　電極挿入は正円窓アプローチもしくは
cochleostomy で施行した。人工内耳の機器は、コクレア社製 14 例、メドエル社製 5 例、アドバ
ンスドバイオニクス社製 1 例であった。また術中の蝸牛開窓時の外リンパの露出の程度は、1：7
例、2：6 例、3：3 例、4：1 例、不明 2 例で Gusher は認めなかった。その他、乳突蜂巣の発育
不良、S 状静脈洞が前方に確認されたため外耳道アプローチを行ったのが 1 例であったが、それ
以外に特に手術による問題は認めなかった。（4）術後聴取能　小児においては、いずれも少なか
らず聴覚反応に伴い発声もみられてきており、人工内耳装用閾値の平均：25.3dB（20 ～ 35dB）、
同様に聴取は 67-S 検査：83.3%（55 ～ 95%）、CI2004 単語：82.3%（24 ～ 100%）、CI2004 文：
94.2%（85 ～ 100%）と良好であった。成人においては、人工内耳装用閾値の平均は 27.3dB（20
～ 40dB）、同様に聴取能の平均は 67-S で 41.5%（0 ～ 90%）、CI2004 単語で 38.3%（0 ～ 95%）、
CI2004 文で 43.4%（0 ～ 100%）であった。（5）EVA の画像所見と術中外リンパ漏出、および術
後聴取能との関係　CT で計測した前庭水管の入口部径、中間部径と、外リンパの漏出の関係を
みると、前庭水管の径が大きい症例ほど、外リンパの漏出が多い傾向にあった。また、前庭水管
の入口部径、中間部径と、術後の聴取能には有意な関連を認めなかった。考察　小児例において
はいずれも良好な聴取能などが得られている。しかし、成人例においては、術後成績にばらつき
があり、難聴出現と手術時期が遅れたことが術後成績に影響したと推測できる。

P-90



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 585, 2018

Combined approach による人工内耳手術を施行した 1 例

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

【はじめに】人工内耳手術において最も標準的な手術手技は乳突削開・後鼓室開放術後に蝸牛開
窓を行う方法（顔面神経窩アプローチ）である。今回我々は顔面神経窩が非常に狭い
Incomplete partition type2（IP-2）症例に人工内耳手術を施行した。後鼓室開放術が不可能であっ
たため、乳突洞（上鼓室）側と外耳道側からの Combined approach を用いて蝸牛内に全電極を
挿入することができた。今回行った人工内耳手術のアプローチについて報告する。【症例】38 歳
女性 2 歳で言語発達障害を指摘され、ABR で右 100dB 左 90dB であり両側先天性難聴の診断で
補聴器装用を開始した。26 歳の時に側頭骨 CT で前庭水管拡大を伴う IP-2 と診断された。37 歳
のころめまいを伴う左難聴の増悪があり当科を受診した。受診時の聴力は純音聴力検査で右
111dB、左 95dB、語音弁別能は右 0％左 5％であった。遺伝子検査で SLC26A4 複合ヘテロ接合
体変異が検出された。補聴器装用下でも聴取能は不良であり人工内耳手術を予定した。右耳は小
学生以降補聴器装用を中断した長期失聴耳であり、術側は左とした。術前の CT で両側の顔面神
経窩が約 1mm と非常に狭いことが判明しており、後鼓室開放術が困難であると判断した。38 歳
時 に コ ク レ ア 社 製 CI522 を 使 用 し て 人 工 内 耳 手 術 を 施 行 し た。 通 常 の 乳 突 削 開 後 に
tympanomeatal flap を挙上し lateral tympanotomy を追加して経外耳道的に正円窓を明視下に
おいた。キヌタ骨を摘出し上鼓室から中鼓室へ電極を導いた後、経外耳道的操作で正円窓から全
電極を蝸牛内に挿入した。術後合併症はみられなかった。【考察】今回我々が行った Conbined 
approach は外耳道後壁を削除することなく上鼓室側から中鼓室へ電極を導き、経外耳道的操作
で 蝸 牛 内 へ 電 極 挿 入 を 行 う ア プ ロ ー チ 法 で あ る。Tympanomeatal flap の 挙 上、lateral 
tympanotomy、キヌタ骨除去による電極導入ルートの確保などが必要となるが、これらの操作
は通常の耳科手術で頻回に行われる操作であり手技的には困難ではない。Lavinsky-Wolff らは経
外耳道的アプローチによる蝸牛開窓を併用することで後鼓室開放を必要最小限に留めることが可
能であり、顔面神経窩単独のアプローチと比較して合併症発生率や人工内耳の聴取成績に差がな
かったと報告している。本症例に施行した Combined approach は何らかの理由で顔面神経窩ア
プローチが困難であった場合や顔面神経損傷のリスクが高いと予想される場合に代替策として考
慮すべきであると考えられた。
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当科における両側同時人工内耳植込み術の手順

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

両耳装用効果には、騒音下の聞き取り改善や、音の方向感の改善、良聴耳の疲労軽減などがあ
る。本邦においても、2014 年 2 月日本耳鼻咽喉科学会福祉・乳幼児委員会が「小児人工内耳適
応基準」の見直しの概略と解説（2014）において初めて両耳装用を明記し、2017 年 9 月に日本
耳科学会が「成人人工内耳適応基準 2017」において成人の両耳装用についても明記することで、
ここにきてやっと諸外国並みに公に両耳装用が推奨される状況になった。当科では初めて両耳装
用が明記されたのちの 2016 年より小児の両側同時人工内耳植込み手術を行ってきた。今年両側
同時手術 7 例目を迎え、両側同時手術に際し一連の手順を確立するにいたったためここに報告す
る。7 症例の手術時年齢は 1 歳 0 ヵ月～ 4 歳 9 ヵ月であり、手術時間は 2 時間 51 分～ 4 時間 18 分、
全症例とも術中の出血量は少量であり術中に大きな問題はなかった。術後に片側のインプラント
下方に血種を形成した症例が一例あったものの穿刺吸引にて改善、他術後に大きな問題のあった
症例はなかった。両側同時手術のメリットとしては全身麻酔による負担を一度で済ませられる点、
プログラミングの簡便さ、早期から両耳聴が実現できるため患児に取って最も良好な聴取能を期
待できる点が挙げられる。また、デメリットとしては術中の出血のリスクが高い点や術後にめま
いが起きる可能性が高い点などが挙げられる。よって、より短い時間かつより止血効果の期待で
きる手術方法が推奨されると考える。我々の手術手順はまず左右両耳とも消毒し両側ともに穴布
をかけるところからスタートする。その後、右利きの術者にとっては右耳手術の方が簡単なため、
まずは左耳手術より開始する。左耳の乳突削開および後鼓室開放、インプラントベッド作成まで
を終えたのち、右耳を開始し電極挿入および縫合まで終える。その後左耳蝸牛に電極を挿入し縫
合し手術終了とする。これは電極挿入後は電気メスの使用ができなくなるため、電極を挿入する
直前のところまで左耳を終えてしまうことで、右耳手術の際にも電気メスを使用することができ
ることが最大の目的である。こうすることで両耳手術ともに電気メスを使用でき、時間の短縮と
確実な止血効果を期待できると考える。また、顕微鏡は頭側に配置し、麻酔器は患児の足元へ下
げてもらうことで途中術側を変える際の移動が必要ない配置としており、その点においても時間
短縮につながると考える。これらの手順を経て現在当院では両耳同時手術を 3 時間前後で終了す
ることができ、今後もさらなる改善点を模索していきたい。
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後期高齢者の人工内耳埋め込み術

金井　理絵、金丸　眞一、吉田　季来、北田　有史、坂本　達則、竹内万理恵、前谷　俊樹
公益財団法人　田附興風会　医学研究所北野病院

【はじめに】日本は世界有数の高齢化社会であり、65 歳以上の高齢者が人口の約 25％、75 歳以
上の後期高齢者が 12％であるといわれている。そして、今後も高齢者の人口は増加すると推測
される。平均寿命の延長にともない、加齢性難聴の進行や何らかの内耳疾患の罹患などにより、
高度難聴の高齢者も増加すると予測される。高齢者においては、難聴の進行は単に聴き取りの問
題だけでなく、社会とのかかわりが少なくなり、抑うつや認知機能の低下をもたらす可能性があ
る。軽度～中等度難聴であれば補聴器での対処となるが、高度難聴においては人工内耳以外に聴
覚を得る方法はない。しかし、高齢であるという理由だけで本人や家族が人工内耳手術に対し二
の足を踏むケースにしばしば遭遇する。そのようなケースに対しても、高齢者の人工内耳手術に
関して十分な情報提供を行う必要がある。今回、我々は当院での経験をもとに、後期高齢者にお
ける人工内耳の手術成績や術後合併症などを非後期高齢者と比較し、検討を行った。【対象と方法】
対象は当院で 2009 年 5 月から 2018 年 3 月までの期間に当院にて人工内耳手術をうけた患者 76
例のうち、手術時年齢が 75 歳以上の高齢者 25 例を後期高齢者群、それ以外の 51 例を非後期高
齢者群とした。後期高齢者群は 75 歳以上 80 歳未満 7 例、80 歳以上 85 歳未満 14 例、85 歳以上
4 例であった。最高齢は 88 歳であった。非後期高齢者群はすべて成人であった。カルテ記載を
もとに、人工内耳埋め込み術後の CI-2004 による sentence score、既往症、術後合併症などにつ
いて検討した。【結果】人工内耳埋め込み術後の sentence score の平均値は非後期高齢者群が
82.5％±22.8（平均値±標準偏差）、後期高齢者群は 80.6%±22.8 であり , 有意差をみとめなかっ
た（マン・ホイットニー検定）。高血圧、糖尿病、腎疾患、脳血管障害、心疾患、呼吸器疾患、
精神疾患などの何らかの既往がある患者の割合は後期高齢者群が 68%（17/25）、非後期高齢者
群は 37%（19/51）例であった。術前から抗血小板剤・抗凝固剤を使用しており、周術期に薬剤
中止や変更を要した患者の割合は後期高齢者群 24%（6/25）、非後期高齢者群 7.8%（4/51）であっ
た。後期高齢者群の術後合併症は手術数年後に中耳炎により人工内耳を抜去した症例 1 例、鼓膜
穿孔 1 例、創部離開 1 例であった。後者 2 例は局所処置で改善した。非後期高齢者群では中耳炎
により人工内耳を抜去した症例 1 例、創部の血腫と下肢 DVT みとめた症例 1 例、電極コード露
出により再手術を要した症例が 1 例であった。後期高齢者群、非後期高齢者群いずれにおいても
全身状態の悪化につながるような周術期の合併症はみられなかった。【考察】後期高齢者の人工
内耳手術成績は非後期高齢者と比較して劣るものではなかった。全身状態の悪化につながる周術
期合併症もみられなかった。また、術後合併症のうち、後期高齢者に特徴的なものはなかった。
非後期高齢者と比較し、既往症のある患者が多い傾向にはあるため、配慮が必要ではあるが、人
工内耳手術は高度難聴をともなう後期高齢者においても QOL 改善に寄与できる手段であると考
えられる。
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当科における人工内耳手術の重度合併症の検討

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

【目的】重度難聴者にとって人工内耳埋込術は聴覚獲得が期待できる現状では唯一の手段で有り、
優れた手術である。人工内耳の合併症については様々な報告がなされ、その内訳としては再手術
を要する場合や髄膜炎、永続的な顔面神経麻痺を重度合併症、保存的加療や経過観察にて軽快し
た症状を軽度・中等度合併症と分類する報告が多い。重度合併症は患者への負担が非常に大きく、
合併症を回避する対策が重要である。今回我々は当施設で人工内耳埋込術を施行した症例の術後
重度合併症について検討したので報告する。【対象と方法】2005 年 1 月～ 2017 年 4 月まで当科
において人工内耳埋込術を施行した 115 耳を対象とした。年齢は 13 か月～ 75 歳、手術時年齢
15 歳未満を小児例、15 歳以上を成人例とすると、小児例は 89 耳・成人例は 26 耳、性別は男性
59 耳・女性 56 耳であった。「再手術を要する場合や電極のトラブル、永続的な顔面神経麻痺」
を重度合併症と定義し、診療録および手術記録を元に後ろ向き調査研究を行うとともに、文献的
考察と併せて検証した。【結果】重度合併症は 9 耳（7.8%）に認めた。皮弁壊死は 3 例に認め全
例小児であった。1 例はレシーバースティムレーター（以下 RS）を耳介近くに留置していたこ
とが一因と考えられた。1 例は術後より RS 留置部の創傷治癒不全があり、保存的治療を行うも
デバイスが露出し RS を摘出した。摘出後にパッチテストを行い RS に対する金属アレルギーが
判明した。電極露出は 1 例に認め、後鼓室開放の際に外耳道後壁を削開し電極アレイを外耳道に
留置し骨パテで固定した例であった。顔面神経麻痺は 1 例に認め、後鼓室解放の際に顔面神経が
一部露出したため損傷したと考えられたが、保存的加療にて不全麻痺まで改善している。デバイ
ス故障は 2 例に認め全例小児であった。1 例は頭部外傷後の故障でもう 1 例は誘因が明らかで無
かった。2 例とも同側に人工内耳入れ替えを行い装用は良好である。電極挿入困難は 1 例に認め、
髄膜炎後で蝸牛骨化しており電極が十分に挿入できず、装用効果得られず人工内耳を抜去した。
皮膚離解は 1 例に認め、退院数日後に転倒による頭部受傷にて皮膚縫合が一部離解し再縫合した。
RS には影響が無く、そのまま良好な装用を得られている。【考察】諸家の報告では重度合併症は
5.1% ～ 17.7% とされており、当科も同様の結果であった。皮弁壊死はインプラントを被覆する
皮弁が薄いことにより小児に多いと報告されており、当科も全例小児であった。1 例は RS が耳
介に近く皮弁壊死の一因となった可能性が示唆され、皮弁壊死の予防策としては皮膚切開の縮小、
骨膜皮弁を離す、RS を皮膚切開から離すといった手術手技の工夫が有用とされており、現在は
当科も同様の予防策をとっている。RS に対する金属アレルギーの 1 例を経験し創傷治癒不全の
際には原因検索として検討が望ましいと考えられた。電極露出を生じた症例では後鼓室開放の際
に外耳道後壁の削開・再建部の脆弱性が原因と考えられ、後壁削開は最小限にとどめ、やむを得
ず削開した場合には骨片や軟骨での補強が望ましいと考えられた。顔面神経麻痺は後鼓室開放の
際に生じやすく注意が必要であり、現在は顔面神経モニターを併用することで予防策をとってい
る。今回の研究により当科の重度合併症例と防止のための注意点を再確認することができた。今
後の人工内耳埋込術へ生かしていきたいと考える。

P-94



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 589, 2018

EYA4 遺伝子変異症例の聴力像の検討

品川　　潤 1、西尾　信哉 1,2、茂木　英明 1,2、野口　佳裕 3、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、 
3 国際医療福祉大学　三田病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】先天性難聴の原因遺伝子は 100 種類以上が報告されており、そのうち優性遺伝形式
をとるものは約 30 種類報告されている。EYA4 遺伝子は、常染色体優性遺伝形式をとる非症候
群性難聴の原因遺伝子（DFNA10）である。胎生期の内耳感覚上皮に発現する転写調節因子であ
り、Corti 器の維持に関与すると考えられている。これまでに全世界で 17 家系 16 変異が報告さ
れているが、臨床像についての詳細な報告は少ない。今回、我々は日本人難聴患者を対象に、次
世代シークエンサーによる解析を行い、EYA4 遺伝子変異による難聴症例の頻度や聴力像など
について検討を行ったので報告する。【対象と方法】　日本人難聴患者遺伝子データーベースから
常染色体優性遺伝形式をとる 1,321 例を対象とし、既知の難聴原因遺伝子 63 遺伝子を次世代シー
クエンサー（Ion PGM/Ion Proton）を用いて網羅的に解析を行った。検出された変異からタン
パク質に影響を及ぼすと考えられる変異を選別、正常コントロール群におけるアレル頻度 1% 以
下の変異を抽出し、見出された EYA4 変異に対して直接シークエンス法で確認、家系解析など
を行った。【結果】18 家系 18 症例より 18 種類の EYA4 遺伝子変異を検出した。見出された変
異のうち、17 変異が新規変異であり、1 変異が既知変異であった。この結果より日本人の優性遺
伝形式家系における EYA4 遺伝子変異の頻度は約 1.3%　（18/1,321）であることが明らかとなっ
た。ほとんどの症例で難聴は進行性であった。聴力像については平坦型難聴を 12 症例、高音漸
傾型難聴を 6 症例に認めた。【考察】EYA4 遺伝子は日本人の優性遺伝形式をとる難聴の原因遺
伝子としては、KCNQ4、TECTA、POU4F3、WFS1 に次いで 5 番目に頻度の高い原因である
ことが明らかとなった。また過去の報告において EYA4 遺伝子変異による難聴の臨床像は明ら
かではなかったが、今回の検討により、ナンセンス変異・フレームシフト変異は平坦型になる傾
向があるのに対し、ミスセンス変異は低音部が比較的保存され、高音漸傾型となる傾向があるこ
とが示唆された。
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岩木健康増進プロジェクトによる一般住民における 
ミトコンドリア遺伝子（1555A＞G、1494C＞T）の頻度の検討

前田　泰規 1、佐々木　亮 1、後藤　真一 1、宇佐美真一 2、松原　　篤 1

1 弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科講座、2 信州大学医学部耳鼻咽喉科学教室

はじめに
先天性高度難聴児は、約 1000 人に 1 人の割合で出生し、少なくとも半数は遺伝子が関与して

いるとされている。また、幼少時には聴力が正常でもアミノ配糖体系の抗菌薬投与により聴力障
害を来す非症候性難聴の原因遺伝子としてミトコンドリア遺伝子 1555A＞G 変異、ミトコンドリ
ア遺伝子 1494C＞T 変異が知られている。難聴に関わるこれらのミトコンドリア遺伝子変異につ
いてはこれまで数多く報告されており、日本の難聴外来患者の約 3% に 1555A＞G 変異が認めら
れ（Usami S, et al, 2000）、中国では非症候性難聴患者の 3.34% に、1555A＞G 変異と 1494C＞T
変異を認めると報告されている（Huang S, et al, 2015）。本研究は、ミトコンドリア遺伝子
1555A＞G 変異、1494C＞T 変異の一般住民における頻度を調べることを目的とした。
方法

岩木健康増進プロジェクト（以下岩木プロジェクト）は平均寿命が全国で最下位である青森県
の短命の要因を明らかにし、対策を立案するために弘前大学で行われている大規模疫学調査で、
弘前市岩木地区住民を対象に多因子疾患である生活習慣病の予兆・予防方法の確立を目指してい
る。岩木プロジェクトにおいては、毎年 1000 人前後の住民に対して、600 に及ぶ項目を健診と
して検査している。今回は 2014 年、2015 年、2016 年の岩木プロジェクト健診の参加者を対象と
し て、 ミ ト コ ン ド リ ア 遺 伝 子 1555A＞G 変 異、1494C＞T 変 異 の SNP （Single Nucleotide 
Polymorphism）解析を行った。健診参加者はそれぞれ、1167 人（男性 443 人、女性 724 人）、
1113 人（男性 431 人、682 人）、1148 人（男性 455 人、女性 693 人）であった。重複している対
象者を除き、遺伝子検査に同意を得られた 1682 人（男性 650 人、女性 1032 人、平均年齢 53. 歳）
を対象として、TaqMan 法を用いて SNP 解析を行った。
結果

解析対象者 1682 人のうち、1555A＞G 変異は 1 人に認め（0.06%）、1494C＞T 変異は 1 人も認
めなかった。1555A＞G 変異を認めた 1 名は、69 歳男性であり、健診で同時に行った純音聴力検
査では両側性で対称性に、4000 および 8000Hz における閾値上昇を認めた。健診後のフィードバッ
クにて、この男性に、遺伝カウンセリングを実施し、アミノ配糖体の投与を避けるための薬物カー
ド（Usami S, et al, 1999）を渡すことができた。
考察

近年アミノ配糖体抗菌薬の使用頻度は減少しているが、ストレプトマイシンは現在でも結核の
標準治療に使用する薬剤として挙げられており、他のアミノ配糖体抗菌薬も抗緑膿菌作用、抗
MRSA 作用を期待して使用されることがある。今回は一般住民に対する健診にて 1555A＞G 変
異を見いだすことができ、遺伝カウンセリング及び薬物カードを渡すことにより、アミノ配糖体
抗菌薬による難聴の進行の阻止に寄与できたものと思われる。また、限定された地域ではあるが、
一般住民における 1555A＞G 変異の頻度を示すことができた。先行研究においては、イギリスの
小児 9371 人中 18 人（0.19%）（Bitner-Glindzicz M, et al, 2009）に、シドニーの 49 歳以上の一般
成人 2856 人中 6 人（0.21%）（Vandebona H, et al, 2009）に 1555A＞G 変異を認めたとしている。
これらの報告と比較すると、本研究における 1555A＞G 変異の頻度はやや少ないが、対象者が限
定された地域住民であることが関係していると思われる。
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両側進行性感音難聴と巣状糸球体硬化症を合併し、 
経過中に一側難聴の急性増悪を生じた m.3243A＞G 変異の 1 例

佐藤　　海 1、鈴木　　豊 1、新川智佳子 2、齊藤　彰子 1、中山　隆弘 3

1 日本海総合病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 山形市立病院済生館　耳鼻いんこう科、 
3 日本海総合病院　腎臓・膠原病内科

［はじめに］ミトコンドリア DNA 変異（m.3243A＞G、m.3271 T＞C 他）により発症するミトコ
ンドリア脳筋症（mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like 
episodes：MELAS）は、中枢神経症状の他、感音難聴をはじめとして心疾患、腎疾患、糖尿病、
眼科疾患などを合併することが知られている。また、実際には変異が存在しても中枢神経症状が
ない症例も多数存在しており、単一の臓器症状しかない患者では、診断に至るまで時間を要する
ことがまれでない。今回提示する症例は、両側進行性感音難聴と巣状糸球体硬化症を合併し、経
過中に一側難聴の急性増悪を生じ m.3243A＞G 変異がみつかった 1 例を経験したので報告する。

［症例］28 歳女性。中学生頃からの難聴を自覚、宮城県内の病院にて定期的に経過観察されてい
たが、転居に伴い 22 歳 10 ヵ月で前医よりの聴覚管理の依頼を受け当院を受診、経過観察中であっ
た。当院初診時、平均聴力レベル（4 分法）は右 60.0dB 左 72.5dB であったが、徐々に進行しし、
28 歳 1 ヵ月の時点では右 72.5dB 左 81.3dB となっていた。また、高校生のときより蛋白尿を指摘。
20XX 年 6 月（27 歳）めまい症状で近医内科受診。血液検査で Cr1.88mg/dL と高値のため、7
月 12 日当院腎臓・膠原病内科紹介され、8 月 4 日に腎生検を施行。巣状糸球体硬化症（FSGS）
と診断され、8 月 31 日よりプレド二ゾロン 35mg で内服開始となった。同時に Alport 症候群を
疑い皮膚生検が行われたが、IV 型コラーゲン α2 および α5 の欠損は認めなかった。20XX 年 10
月末に左難聴が増悪、聾となったため、突発性難聴に準じて 11 月 8 日より入院の上、プレド二
ゾロン 200mg より漸減投与（総量 820mg）をおこなったが改善を認めなかった。退院後、本人
の同意が得られたため、難聴の遺伝学的検査を施行し、m.3243A＞G 変異を見つかり、ヘテロプ
ラスミーは 41％であった。腎障害はステロイド抵抗性で進行、eGFR16.9　ml/min（慢性腎臓病
G4）に至ったが、中枢神経症状、糖尿病等の発症は認めない。［考察］近年、難聴と腎症を合併
した m.3243A＞G 変異例の報告が散見され、典型的な症状とみられていた糖尿病は、腎症や腎
不全などの診断後に遅れて発症している例や糖尿病を認めない例もみられる。難聴が初発症状と
して出現する例はかならずしも多いとされてはいないが、本症では 75% にみられるという報告
もあり、進行性の難聴は診断の手がかりとなる。しかしながら、このような病型はあまり知られ
ていないため、個々の症状が単独の疾患と捉えられていることが多い。難聴の遺伝学的検査は、
難聴の程度や進行の程度のみならず、難聴以外の症状を予測に有用であるので、内科や各科との
情報を共有しながら検査を進めるべきと思われた。
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突発性難聴の予後因子としての末梢血白血球数および 
好中球数に関する検討

吉田　崇正 1,2、久保　和彦 1,2、園田世里夏 1,2、中川　尚志 2

1 千鳥橋病院、2 九州大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】
突発性難聴と診断される症例には複数の病態が混在すると考えられており、治療の有無や種類

にかかわらず、聴力予後はばらつきが大きい。初診時聴力レベルや聴力型、治療開始までの期間、
めまいの有無、糖尿病の有無などが聴力予後と関連することが知られている。近年、末梢血の白
血球数、好中球数、あるいは好中球／リンパ球比が聴力予後と相関する（高値で予後不良）と報
告されている（Kanzaki, et al. PLoS One 9: e104680, 2014; Masuda, et al. Otol Neurotol 33: 1142–
50, 2012; Ulu, et al. Otol Nurotol 34: 1400–4, 2013）。今回、当科で治療を行った突発性難聴患者
において、治療開始前のルーチン採血に含まれる末梢血白血球数および好中球数がどの程度聴力
予後を反映していたかを retrospective に検討した。

【方法】
対象は、2014 年 9 月から 2017 年 12 月の間に千鳥橋病院耳鼻咽喉科で治療を行った突発性難

聴患者 80 例。当科受診前にすでにステロイド等の初期治療を受けている症例は除外した。また、
難聴反復例や、突発性難聴として治療を開始したが後日メニエール病・外リンパ瘻など別の疾患
の診断に至った症例も除外した。治療は、プレドニゾロン 60mg からの漸減投与（小児例では減
量）にメコバラミンとアデノシン三リン酸二ナトリウムの内服を併用した。糖尿病合併例ではス
テロイド投与量を変更せず、入院の上で血糖コントロールを行った。重症度および聴力回復は厚
生労働省研究班の判定基準に従って 5 周波数（0.25、0.5、1、2、4kHz）の聴力閾値によって評
価し、Mann-Whitney U test および χ2 検定を用いて検討した。

【結果】
対象となる 80 例の内訳は、男性 49 例、女性 31 例、年齢は 12-87 歳（平均 58.4）、発症から受

診までの期間は平均 7.73 日（1-38、中央値 6）だった。Grade 1、2、3、4 がそれぞれ 16、20、
28、16 例、治療は治癒・著明回復・回復・不変がそれぞれ 27、8、22、23 例だった。治療開始
時に末梢血白血球数高値（9001/µL 以上）だった症例が 10 例（Grade 1、2、3、4 がそれぞれ 3、
2、0、5 例）、好中球数高値（6301/µL 以上）が 7 例（Grade 1、2、3、4 がそれぞれ 3、2、0、2
例）あった。これまで報告されているように、めまいを有する症例（27/80 例）、糖尿病合併例（21/80
例）では、重症度・聴力予後ともに悪い傾向を認めた。一方、末梢血白血球数・好中球数と聴力
予後の間には明らかな傾向を認めなかった。発症早期に検査・治療開始できた症例に限定した検
討でも、同様の結果であった。

【考察】
本研究では、末梢血白血球数・好中球数と聴力予後と相関を明らかにすることはできなかった。

これらの項目は様々な因子の影響を受けることから、予後予測マーカーとして用いるためには患
者背景等も考慮してさらに検討が必要と考えられる。
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突発性難聴の高気圧酸素治療後に聴力悪化を来たした症例の検討

相馬　裕太 1、小林　一女 2、木村百合香 1,2

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

目的：突発性難聴は、「突然発症し、高度感音難聴を呈する原因不明の疾患」と定義される未だ
に原因が明らかでない疾患だが、現時点では感染説と循環障害説が有力である。メニエール病は
めまいと難聴を同時に反復する疾患だが、メニエール病の初発と突発性難聴や外リンパ瘻との鑑
別は困難である。そこで、当科における高気圧酸素治療施行例において、聴力悪化例の占める割
合、発症形態、聴力障害のパターンを解析し、突発性難聴とその他の急性感音難聴を呈する疾患
との鑑別につき考察する。
方法：平成 27 年 4 月から平成 29 年 3 月の期間に当科で高気圧酸素治療を施行した突発性難聴症
例 278 例を対象として、診療録を用いて年齢、性別、既存疾患、聴力障害のグレード、聴力障害
のパターン、めまいの有無、治療開始後の聴力悪化の有無、治療 3 か月後の聴力回復の評価（厚
生労働省急性感音難聴研究班による基準を用いる）をデータ抽出した後、高気圧酸素治療中の聴
力悪化例と非悪化例との間で背景因子や発症機転、聴力障害のパターンやグレードを統計学的に
解析し、聴力悪化例における外リンパ瘻の関与を後方視的に検討を行った（統計学的には χ2 乗
検定を用い、P＜0.05 を有意とした）。
結果：頭部 MRI で聴神経腫瘍、蝸牛低形成が判明した 5 例は除外した。また、3 ヶ月以上当科
で追跡し得た突発性難聴症例は 278 例中 233 例であった。（1）年齢分布と性差：年齢を 0 歳から
80 歳代まで 10 歳毎に分け検討した結果、悪化例と非悪化例とで年齢による有意差は認められな
かった。また、性差による有意差も認められなかった。（2）既存疾患（高血圧症、糖尿病、脂質
異常症）：既存疾患により悪化例と非悪化例に統計学的有意差は認められなかった。（3）聴力障
害のグレード：聴力障害のグレードによる有意差は認められなかった。（4）聴力障害のパターン：
聴力障害のパターンによる有意差は認められなかった。（5）めまいの有無：今回の調査ではめま
いを随伴する症例では高気圧酸素治療に伴う聴力悪化例が統計学的に有意に多いとの結果が得ら
れた（P＝0.02）。（6）中耳炎の有無：聴力悪化例（49 例）のうち中耳炎を発症した症例は 10 例（約
20％）であった。また、聴力非悪化例（229 例）のうち中耳炎を発症した症例は 3 例（約 1％）
であった。今回の調査では中耳炎を伴う症例では高気圧酸素治療に伴う聴力悪化例が統計学的に
有意に多いとの結果が得られた。また、聴力悪化例における中耳炎の有無による聴力予後への影
響に関して検討を行った結果、統計学的有意差は認められなかった。（7）聴力予後：高気圧酸素
治療に伴う聴力悪化例と非悪化例における聴力予後への影響を検討した結果、聴力悪化例では統
計学的有意に聴力予後が不良であった症例が多いとの結果であった。
考察：本研究における検討では高気圧酸素治療に伴う聴力悪化例と非悪化例に影響を与える因子
として、めまいの有無、中耳炎の有無が考えられた。また、高気圧酸素治療中の聴力悪化の有無
が最終的な聴力予後にも影響を及ぼしうるという結果であった。これらの症例の中にはメニエー
ル病の初発や外リンパ瘻症例が含まれている可能性がある。メニエール病は中耳腔が陰圧化する
ことにより内リンパ腔が拡大すると考えられており、中耳炎を発症した症例で聴力予後が悪いと
いう結果と関連性があるものと思われる。外リンパ瘻は圧外傷による発症が典型例とされている
が、特発性発症を呈する場合も指摘されている。外リンパ瘻に対しては高気圧酸素治療は圧外傷
の助長となり得ることから、高気圧酸素治療の導入には慎重にならざるを得ない。
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ステロイド療法・PGE1 療法と併用した高圧酸素療法の有用性

原　　　聡 1、楠　　威志 1、池田　勝久 2

1 順天堂大学医学部附属静岡病院、2 順天堂医院

突発性難聴は原因不明の主に片側の急性難聴であり、病態は完全には解明されていないため、
現状では定まった治療法がなく、経験的治療が行われている。高いエビデンスは報告されていな
いものの、ステロイド療法が一般に広く行われてはいる。ステロイド療法と併用した血管拡張薬
のプロスタグランジン E1（PGE1）の有用性が報告されている。また、高圧酸素療法（HBOT）
の有用性が報告されており、米国のガイドラインでは option とされている。今回我々は突発性
難聴の患者に対し、ステロイド療法と PGE1 を併用し、さらに HBOT を追加した際の HBOT の
有用性を検討した。
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Paired-click 法による先行刺激後のヒト CAP の振幅回復

西本　寛志 1、西野　裕仁 1,2、釼持　　睦 1、木下　裕継 1、越智健太郎 1、 
大橋　　徹 2、肥塚　　泉 1

1 聖マリアンナ医科大学　耳鼻咽喉科学教室、2 秦野赤十字病院　耳鼻咽喉科

【目的】ヒトの蝸電図における抑圧現象（cochlear compression）を健常者と感音難聴者で比較し、
臨床的意義を検討する。【方法】2015 年から 2018 年に秦野赤十字病院を受診した正常聴力者 14
耳および感音性難聴者 34 耳を対象とした。同一強度の Paired-click 法を用いて、鼓室内誘導に
より CAP を記録、測定した。Click 間間隔（Δt）を変化させ、click 強度の関数として CAP 振
幅比（＝第 2click CAP/ 第 1click CAP）を計測した。【結果】正常聴力者においては、click 強
度が中等度範囲（50 ～ 60dB nHL）で CAP 振幅比が最小となる傾向があり、Δt が短いほど顕著
であった。感音難聴者でも同様の傾向を認めたが、CAP 閾値が高い例ほど振幅比の減少が抑制
された。【考察】近年の研究において、先行刺激（masker）により基底膜の振動が抑圧され、検
査音への反応が減弱する反応（cochlear compression）が報告されているが、電気生理学的にヒ
トを対象とした研究は未だ行われていない。今回我々は Paired-click 法により、ヒト蝸電図にお
いて同様の現象を観察し上記結果を得た。刺激音圧が 50 ～ 60dB nHL のときに最も CAP 振幅
比が小さくなることから、ヒトの抑圧現象は 50 ～ 60dB nHL の範囲で最強であり、低音圧およ
び高音圧範囲では抑圧が減弱することが示された。中等度強度で感音難聴耳の CAP 振幅比低下
の減少は、基底膜の抑圧に関連する外有毛細胞の機能低下が一要因と推察した。

【文献】
Yates G.K. et.al.: Basilar membrane nonlinearity determines auditory nerve rate-

intensityfunctions and cochlear dynamic range. Hear. Res. 3: 203–219, 1990.
Oxienham A.J. and Plack C.T.: A behavioral measure of basilar-membrane nonlinearity in 

listeners with normal and impaired hearing. JASA. 6: 3666–3675, 1997.
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MRI で蝸牛内神経鞘腫と診断した進行性感音難聴の 1 例

浜本　真一、福島　久毅、原　　浩貴
川崎医科大学　耳鼻咽喉科学

【はじめに】蝸牛内神経鞘腫は、迷路内に発生した神経鞘腫の一つでありまれな腫瘍である。主
症状として一側性感音難聴、耳鳴、めまいを呈し、近年の画像診断技術の進歩に伴い MRI 画像
による診断も可能となってきている。今回、進行する感音難聴例に対して MRI を再検し、蝸牛
内神経鞘腫と診断し得た 1 例を経験したので報告する。

【症例】28 歳、男性
【主訴】左耳鳴、左難聴
【既往歴】特記すべきことなし
【現病歴】201X-1 年 6 月頃から左聴力低下を自覚するも放置していた。201X 年 4 月、会社の健
康診断で左難聴を指摘され、同年 6 月近医を受診した。両側鼓膜に異常はなく、感音難聴を認め
精査・加療目的で当科紹介となる。

【経過】当科初診時、両側鼓膜正常、前医と同様に高音域を中心とする左感音難聴（純音聴力検
査 4 分法：28.8dB）を認め、DPOAE では左反応なしの結果であった。症状発現からの時間経過
を考慮し、積極的なステロイド治療の適応はないと判断した。精査のため MRI を勧めるも希望
なく、紹介医での定期的な聴力検査を指示した。当科初診から約 1 年後（201X ＋ 1 年 5 月）、左
耳鳴の増強、左難聴の増悪あり当科再紹介となった。再診時の純音聴力検査では左感音難聴（4
分法：81.3dB）と難聴の進行を認めた。MRI では、左蝸牛の基底回転に T1 強調で高信号、T2
強調で低信号を示す部位を認めるが、造影効果は明らかではなく診断は困難であった。その後、
当科外来で定期的な経過観察を行っていた。約半年後、聴力は不変であったが、MRI で前回と
同部位に T1 強調で等～軽度高信号、T2 強調で低信号の部位を認め、造影効果を有することか
ら蝸牛内神経鞘腫の診断に至った。側頭骨 CT では異常はなく、経過中にめまい症状や診察時に
眼振は認めていない。当科外来で経過観察を継続し、今後も定期的な MRI を予定している。

【考察】迷路内神経鞘腫は、その進展範囲によるクラス分類（Kennedy, et al. 2004）が存在し、
7 つの部位に分類される。本症例は Intracochlear（蝸牛）タイプに分類される。蝸牛内発生の症
状として 9 割以上に難聴を認め、難聴のパターンはさまざまであり、進行性、突発性、変動性を
示すことが多いとされる。以前は、剖検での側頭骨病理、内耳手術などで偶発的に発見されるこ
ともあったが、Gd 造影 MRI を用い T2 強調で低信号、造影 T1 強調で造影効果を認めることに
より診断が可能である（福島ら、2017）。本症例では、当初 MRI で造影効果がはっきりせず診断
に苦慮した。MRI 所見から鑑別診断の一つとして内耳出血を考えたが、症状発現後の経過時間
を考慮すると可能性は低いと判断した。進行性難聴のパターンを呈し、約半年後の MRI で造影
効果が認められたことから蝸牛内神経鞘腫と診断した。現在、腫瘍は蝸牛内に限局し経過観察と
しているため、病理組織学的な確定診断はできていない。感音難聴の原因検索のための MRI では、
内耳道や小脳橋角部のみならず迷路全体の詳細な確認も必要である。また、症状経過や難聴のパ
ターンによっては画像検査の再検を含め定期的な検査を考慮し経過観察を行うことが重要と考え
る。
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耳鼻咽喉科を初診した聴神経腫瘍の最近の傾向

鴫原俊太郎 1、野村　泰之 1、平井　良治 1、増田　　毅 1、上浦　大輝 1、 
木村　優介 2、岸野　明洋 1、原田　英誉 1、平野　　良 1、大島　猛史 1

1 日本大学　医学部　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　耳鼻咽喉科

【はじめに】　
聴神経腫瘍は以前にはサイズの大きな腫瘍がみられたが、近年は MRI の普及によりより小さ

い症例が多くなっていて、それにともない手術療法よりも放射線療法や wait and scan などのよ
り保存的な対処がおおくなっているものと考えられる。今回われわれは当科を受診した聴神経腫
瘍症例の近年の傾向について検討した。

【対象】
平成 6 年から平成 29 年にかけて日本医学部板橋病院または練馬光が丘病院耳鼻咽喉科を受診、

神経耳科学的精査をおこなった聴神経腫瘍症例で、耳鼻咽喉科以外を初診している例は除外した。
症例は平成 19 年以降とそれ以前で比較した。

【結果】
初診時の MRI 上の最大面積は 19 年以降群と以前群では、有意に平成 19 年以前群で最大面積

が大きかった。年齢、体積および面積の年あたり増大率、体積の年あたり増大率では有意な差は
みられなかった。

【考察】
近年は MRI の普及が著しく、発見される聴神経腫瘍も軽症の小腫瘍、内耳道腫瘍が増加して

いる。こうした診療技術の進歩による変化はデンマークの大規模検討においても確認されており、
以前にはあまり MRI が施行されることがなかった高齢者における小腫瘍が発見される機会が多
くなっているとされる。今回の検討では耳鼻科を受診した小腫瘍群を対象としているため、大き
な変化ではなかったが、こうした小腫瘍群においてもさらに発見腫瘍の小型化傾向がみられてい
るものと考えられた。
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突発難聴で発症した聴神経腫瘍の聴力像の検討

細川　誠二 1、細川久美子 1、遠藤　志織 1、中西　　啓 1、大和谷　崇 1、 
水田　邦博 2、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 浜松医療センター　中耳手術センター

はじめに：以前より、突発難聴で発症する聴神経腫瘍の存在が知られてきているが、それらは発
症時に中音域の低下すなわち谷型聴力像を呈することが多いとされている。近年では、MRI の
普及による早期撮像や、突発性難聴への関心の高まりのため、聴神経腫瘍の診断に関し、突発難
聴で発症した聴神経腫瘍の占める割合も高くなってきた。今回我々は、突発性難聴と突発難聴で
発症した聴神経腫瘍のうち、初診時に谷型聴力像を呈した症例を、各周波数別平均聴力レベルを
中心に比較検討し、若干の知見を得たので報告する。患者と方法：2008 年から 2017 年の 10 年
間に、浜松医科大学耳鼻咽喉科ならびに関連施設の耳鼻咽喉科を受診した突発難聴患者を対象と
した。発症後治療までの期間は 14 日以内とし、聴力変動のあった症例、小児例を除外した症例
は 848 例であった。その内訳は突発性難聴 828 例（以下、SSNHL）、聴神経腫瘍 20 例（以下、
SSNHLAN）であった。それぞれの聴力像を、水平型、高音（漸傾、急墜）型、谷型、低音障害
型、聾、不定型に分類した。さらに、谷型聴力群 104 例の中で、聴神経腫瘍を認めた 14 症例（以
下、谷型 SSNHLAN）と認めない 90 症例（以下、谷型 SSNHL）に分類し検討した。両群の治
癒率・改善率ならびに予後因子の比較検討をした。治療前の重症度分類と治療効果判定について
は、旧厚生省急性高度難聴調査研究班の指針に従って行った。予後因子については、年齢、性別、
患側、1 次治療開始までの期間、平均聴力レベル（5 周波数）、について検討した。結果： 
SSHNL 群（n=828）と SSNHLAN 群（n=20）のそれぞれの男女比は、429：399、114：6、患側

（右：左）は、411：417、10：10、平均年齢は、50.0±15.8 歳、44.7±13.6 歳、発症から 1 次治療
開始までの期間は、4.5±3.0 日、5.4±3.5 日であった。初診時平均聴力レベル（5 周波数）は、
65.9±22.2dB、48.8±12.6dB（p＜0.01）であり、平均聴力レベルに有意差を認めた。さらに谷型
SSNHL 群（n=90）と谷型 SSNHLAN 群（n=14）を比較すると、それぞれの男女比は、54：36、
10：4、患側（右：左）は、44：46、7：7、平均年齢は、46.7±14.2 歳、39.6±9.4 歳（p＜0.01）、
治療開始までの期間は、3.8±2.5 日、5.3±2.7 日、平均聴力レベル（5 周波数）は、58.8±
15.9dB、45.1±10.9dB（p＜0.01）であり、平均年齢と平均聴力レベルにおいて有意差を認めた。
谷型 SSNHL 群と谷型 SSNHLAN 群におけるそれぞれの聴力治癒（全治）率は、42.9%（14 例中
6 例）であり、谷型 SSNHL 群（n=90）の治癒（全治）率は、60.0％（90 例中 54 例）であったが、
両群における有意差はなかった。聴神経腫瘍の罹患率は、全体で 20 ／ 848（2.4％）であったが、
聴力像別にその特徴をみると、水平型 2 ／ 160（1.2％）、高音（漸傾、急墜）型 1 ／ 159（0.6％）、
谷型 14 ／ 104（13.5％、p＜0.01）、低音障害型 1 ／ 104（0.9％）、聾 0 ／ 139（0.0％）、不定型 2
／ 182（1.1％）と谷型にが有意に高かった。考察とまとめ：突発難聴で発症した聴神経腫瘍と突
発性難聴の聴力像を比較し、谷型聴力像を呈した症例につき検討した。谷型聴力像を呈した症例
は、SSHNLAN 群 20 例中 14 例（70％）、SSHNL 群 828 例中 90 例（10.9％）であり、この差は
統計学的に有意であった。谷型の突発難聴、特に若年者や聴力障害の軽度な症例では、聴神経腫
瘍の存在を考慮し、精査していく必要があることが示唆された。
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人工内耳が奏功した両側聴神経腫瘍術後失聴症例

中村　　雄 1、中島　崇博 1、後藤　隆史 1、平原　伸哉 2、松田　悠佑 2、 
奥田　　匠 1、松田　圭二 1、東野　哲也 1

1 宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 鹿児島市立病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】神経線維種症第 2 型（以下 NF2）は常染色体優性遺伝形式をとる疾患であり、末梢
神経の多発性神経鞘腫を来す。両側聴神経腫瘍は特徴的症候であり、腫瘍増大あるいは腫瘍摘出
時に蝸牛神経が切断されたため両側高度難聴となった症例では、蝸牛神経核を直接刺激する
auditory brainstem implant（以下 ABI）が適応とされる。一方で、蝸牛神経が解剖学的に温存
されている症例に人工内耳（以下 CI）を実施し有効であった症例の報告も散見される。今回我々
は NF2 症例で両側聴神経腫瘍摘出術後に聾となった症例に人工内耳を施行し、装用効果が得ら
れた症例を経験したので報告する。

【症例】37 歳の男性。27 歳頃に左聴神経腫瘍（以下 AT）に対してガンマナイフ施行、左は聾と
なった。左 AT 再増大あり A 病院脳外科受診、34 歳時に左 AT 再手術が施行されたが、このと
きの術前検査にて右側にも AT の存在が判明した。その後右腫瘍増大と難聴進行を認めたため
37 歳時に同科にて右 AT 手術が施行され、その際、蝸牛神経は温存された。しかし、術直後は
保存された聴力が数日のうち悪化し右高度感音難聴となったため、人工内耳適否につき当科紹介
となった。補聴器装用で語音 0％と装用効果を認めず、ABR にて両側 100dB 無反応であった。
前医 MRI では左内耳が不良であったが、右蝸牛の描出は良好で、電気刺激聴覚検査では右側に
音感が確認された。右側への人工内耳適応ありと判断し、全身麻酔下に正円窓アプローチにて全
電極抵抗なく挿入、術後装用閾値は 25dB、最高語音明瞭度 65%（60dB）と比較的経過良好な経
過をとり、社会復帰が達成されている。

【考察】両側 AT 術後の場合、蝸牛神経が温存されているか否かで人工聴覚器の適応が異なる。
蝸牛神経が切断されていれば ABI の適応となるが、温存されていれば CI が適応になりうる。
ABI の術後成績は必ずしも満足いくものではなく、開頭手術が必要など CI に比べて手術侵襲が
大きい。したがって CI の効果が期待できる AT 例には CI を優先させる方針が妥当であり、蝸
牛神経を温存した腫瘍摘出後の CI 手術例や経迷路法による腫瘍摘出との同時 CI 手術例などの
報告がみられる。いずれにしても、良好な CI 成績のためには腫瘍摘出後も蝸牛神経機能が保た
れている必要があり、耳科医としてはその術前評価が重要なポイントとなる。その際に重要な役
割を演ずるのが電気聴覚検査（プロモントリーテスト）であり、本例のように一側のみの陽性結
果が得られた場合には、術者にとっても患者にとっても説得力のある術前情報となる。近年では
本検査の術前検査としての意義が軽視される傾向があるが、本例のような後迷路の病変を伴う例
においては依然として必須の検査と考える。ただ、従来普及していたプロモントリー検査装置の
供給がなくなり、新たに検査装置を入手するのが困難な状況となっているため、新しい電気聴覚
検査装置の開発が急務と考える。

また、AT 術後例においては CI 術後の MRI 検査が問題となってきた。近年の CI は MRI に対
応してきており、3T への対応、一時的マグネット摘出による撮影時のアーチファクト軽減など、
術後の MRI 撮影を念頭に置いた対処が可能となっている。当科では過去にも NF2 の両側 AT 術
後症例に対する CI 実施例を経験しているが、MRI 対応機種では無いため、造影 CT にて術後経
過を続けている例もある。本例は 3T 対応でマグネット摘出可能であり、検査前にマグネットを
摘出すれば術側小脳橋角部の MRI による評価も可能であり、今後前医脳神経外科と連携して術
後経過観察を進めていく予定である。
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冷却顔面神経麻痺モデルにおける 
徐放化栄養因子の経鼓膜投与の検討

上甲　智規 1、山田　啓之 2、羽藤　直人 2

1 十全総合病院　耳鼻咽喉科、2 愛媛大学医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【目的】高度顔面神経麻痺ではステロイドの点滴加療を行うために入院が必要である。また、
ENoG 値が 10％未満の場合には顔面神経減荷術の適応となるが、難易度の高い手術であるため
普遍化には至っていないのが現状であり、更に手術を至適時期に行うのは現実的に困難である。
そこで耳鼻科外来で施行可能な新たな治療法を確立することが望まれる。今回我々は先行研究に
おいて作製した冷却麻痺モデルを用いて徐放化栄養因子の経鼓膜投与の効果について検討したの
で報告する。【対象】実験にはハートレイ系モルモット（メス、8 ～ 10 週齢）を用いた。顔面神
経管（垂直部）をスプレーフリーザーで 5 秒冷却後、bFGF 群には bFGF ＋ゼラチンハイドロゲ
ル、コントロール群には蒸留水＋ゼラチンハイドロゲルをそれぞれ鼓室内に投与した。冷却後は
下記の 3 項目においてそれぞれ評価を行った。1．肉眼的評価：瞬目反射、鼻翼、髭の運動をそ
れぞれ 2 点（6 点満点）で評価した。2．神経伝達速度：側頭骨外顔面神経を刺激し、口輪筋で
誘発筋電位を記録した。3．組織学的評価：トルイジンブルー染色を行い、光学顕微鏡にて有髄
神経線維数をカウントした。1 は毎週評価を行い、2、3 は投与後 10 週で評価した。【結果】投与
10 週後の肉眼的評価では bFGF 群はコントロール群より有意的に改善していた。また、神経伝
達速度においても有意差を認めた。【考察】健常人の側頭骨病理において一定の割合で鼓室部に
微小裂隙が存在することが知られている。そのため、徐放化栄養因子の経鼓膜投与によって顔面
神経に直接作用し神経の再生を促進すると考えられる。今後臨床応用されれば高度顔面神経麻痺
における治療の新たな選択肢の 1 つとして期待ができる。
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当科における顔面神経減荷術後症例の臨床検討

松浦　貴文、菅原　一真、山下　裕司
山口大学医学部付属病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
顔面神経麻痺は、年間人口 10 万人当たり 30~40 人が発症し、そのうち 6 割がベル麻痺、2 割

がハント症候群である。急性期には神経変性の進行防止目的でステロイドと抗ウイルス薬が投与
され、麻痺スコアと電気生理学的検査結果から予後不良と判断した例には顔面神経減荷術を提案
するのが一般的である。顔面神経減荷術は、顔面神経管を開放することで神経絞扼を解除し、神
経変性進行を防止することを目的に行われているが、エビデンスが確立されていないこと、手術
至適時期（発症 2 週間以内）に手術を行える症例が少ないこと、完全変性に陥った神経への治療
効果が不明であること、難易度の高い耳科手術手技を要することなどの理由で近年本術式に対す
る否定的な意見もある。今回当科にて顔面神経減荷術を施行した症例について検討し報告する。

【対象と方法】
平成 21 年 1 月～平成 29 年 12 月までの 9 年間に山口大学医学部附属病院耳鼻咽喉科で顔面神

経減荷術を施行した 60 例を対象とした。当科では NET 左右差 3.5mA 以上あるいは ENoG 値
10% 以下の症例ならびに麻痺の改善が乏しく患者が強く希望された症例を手術適応とした。各
症例について、疾患名、発症日から手術日までの期間、手術時間、NET 左右差、ENoG 値、初
診時・術前・術後・術後 3 ヶ月・術後 6 ヶ月・最終受診時の麻痺スコア（柳原法）を調査し、顔
面神経減荷術の有用性について検討した。尚、麻痺スコア 36 点以上かつ病的共同運動や拘縮の
見られないもの、見られても軽微なものを完治と判断し評価を行った。

【結果と考察】
今回対象となった症例は男性 25 例、女性 35 例の合計 60 例で、男女比は 1:1.4 であった。右

24 例、左 36 例であり、術式は全例経乳突法、手術時年齢は 9 歳～ 83 歳（平均 51.45 歳）であっ
た。疾患はベル麻痺が 38 例、ハント症候群（不全型を含む）が 18 例、外傷性が 3 例、顔面神経
鞘腫が 1 例であった。前述のように顔面神経麻痺のうち 6 割がベル麻痺、2 割がハント症候群と
言われているが、今回の検討ではベル麻痺が 63.3%、ハント症候群が 30%、外傷性が 5%、顔面
神経鞘腫が 1.7% であり、顔面神経減荷術に至る症例の内、予後不良と言われるハント症候群の
割合はやや高いと考えられた。

発症日から手術日までの期間は発症日が判明している 59 例において 1 日～ 57 日で平均 23 日
であった。神経変性進行の予防という観点から望ましいとされている発症 2 週間以内に手術を行
えたのは 59 例中 5 例（8.5%）であった。速やかに手術を行えなかった原因として、紹介元でス
テロイド漸減投与を 2 コース行ったことなどにより当院への紹介が遅くなったこと、発症 2 週間
以内に患者が手術に同意されなかったことなどが考えられる。手術時間は 2 時間 12 分～ 4 時間
30 分で、平均 3 時間 4 分であった。

電気生理学的検査は当科では NET を施行しており、一部紹介元が ENoG を施行している。
NET を行った症例は 54 例で左右差 3.5mA 以上が 43 例、3.5mA 以下が 11 例であった。ENoG
を行った症例は 14 例で ENoG 値は 10% 以上が 3 例、10% 未満が 11 例であった。

術前麻痺スコア（柳原法）は記載のあった 59 例で 0 点～ 12 点（平均 3.9 点）であった。早期
に完治と判断でき通院終了となった症例あるいは半年以上経過を確認できた症例計 44 例の最終
受診時の麻痺スコアは 10 点～ 40 点（平均 30.9 点）であり、完治した症例は 19 例（43.2%）であっ
た。44 例中ベル麻痺は 28 例、ハント症候群は 13 例、外傷性は 2 例、顔面神経鞘腫は 1 例であり、
それぞれ完治した症例はベル麻痺で 28 例中 13 例（46.4%）、ハント症候群で 13 例中 5 例（38.5%）、
外傷性で 2 例中 0 例（0%）、顔面神経鞘腫で 1 例中 1 例（100%）であった。尚、比較的良好な
32 点以上に回復した症例はベル麻痺で 28 例中 18 例（64.3%）、ハント症候群で 13 例中 6 例（46.2%）、
外傷性で 2 例中 1 例（50%）、顔面神経鞘腫で 1 例中 1 例（100%）であった。ハント症候群につ
いては 13 例中完全型が 6 例、不全型が 7 例であり、完治した症例は完全型で 6 例中 2 例（33.3%）、
不全型で 7 例中 3 例（42.9%）であった。

今回は顔面神経減荷術を施行した症例の検討を行ったが、顔面神経減荷術の有用性を評価する
上で、今後は手術適応を満たし手術を行わなかった症例についても同様に集計し、比較検討する
必要があると考えられた。
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顔面神経即時再建術による筋委縮予防効果の形態学及び 
分子学的検討

関谷　真二、稲垣　　彰、南方　寿哉、村上　信五
名古屋市立大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科

【背景】顔面神経麻痺や反回神経麻痺など耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域における末梢神経麻痺は、
日常生活における QOL だけでなく社会生活にも大きく影響をおよぼす。聴神経腫瘍や甲状腺腫
瘍の手術において顔面神経や反回神経が切断された場合、顔面運動や声帯が麻痺する。これらの
神経損傷において、神経を即時再建しなければ筋は急速に萎縮するのに対し、即時再建すると筋
萎縮は抑制される。その結果、顔面の緊張は保たれ、また、嗄声も誤嚥も軽微に留まることを経
験する。しかしながらこれらの相違は Waller 変性の概念では説明することはできない。末梢神
経が高度に損傷された場合、神経線維は末梢方向に向かって Waller 変性が進行し、支配筋の神
経 - 筋接合部まで約 1 週間で変性が完了し、神経支配を失った筋は廃用萎縮する。そして損傷さ
れた神経が神経吻合や移植により再建された場合には、神経線維の再生が中枢側の切断端から始
まる。その過程はまず軸索が出芽し、1 日 1mm の速度で末梢に向かい伸展、数カ月から数年で
神経 - 筋接合部に到達して神経再支配が完了する。そして神経再支配を受けた筋は動くようにな
り、萎縮も改善する。すなわち、神経変性は 1 週間で完了し、神経再生は数カ月から数年を要す
ることから、神経変性と再生に要する時間には大きい隔たりがある。したがって、神経変性が
Waller 変性だけで進行するのであれは、神経切断後に即時再建を行っても筋萎縮を防止するこ
とはできないことになる。しかし、臨床において、神経を即時再建しなければ筋は急速に萎縮す
るが、即時再建すると筋運動は見られないものも筋萎縮は抑制され、顔面の緊張保持が得られる
ことをしばしば経験する。そこで今回我々は神経即時再建により、萎縮を抑制する未知のシグナ
ルや因子の存在を探った。【方法】　顔面神経の切断と即時再建モデルを作成し、神経および神経
- 筋接合部、顔面表情筋の変性や萎縮の過程の形態学的に観察した。動物は Wistar/ST ラットを
用い、顔面神経本管を完全に切離後、切離部が接しないようにシリコン板を留置し、神経切断を
行う。即時再建群ではナイロン糸を用いて神経縫合を行った。術後各週数において形態的検討を
した。神経筋接合部は神経終末部と acetylcholine receptor 及び schwann cell を三重染色するこ
と で そ の 局 在 を 明 ら か に し た。acetylcholine receptor は α ‐ bungarotoxin、 神 経 線 維 は
neurofilament 抗体、schwann cell は S100 抗体にて免疫三重染色し共焦点レーザー顕微鏡にて
観察した。また超解像顕微鏡及び走査電子顕微鏡を用いてより詳細な神経筋接合部の観察も行っ
た。分子学検討は顔面神経切断マウスと神経即時再建モデルの顔面神経と支配筋である表情筋を
採取し、両モデルマウスにおける神経と筋の遺伝子発現を網羅的に検索した。雄 Wistar/ST ラッ
トを用い切断群と神経縫合群の 2 群を作成し、それぞれ術後 3 週間経過後に、両モデルの顔面筋
を摘出した。摘出した顔面神経組織から網羅的遺伝子発現データを取得し、患側と健側の遺伝子
発現量を比較する。患側が健側に比べて 2 倍以上もしくは、0.5 倍以下の変動を示す遺伝子を抽
出した。【結果】免疫染色での神経筋接合部の形態学的検討においては縫合群において
postsynapse の優位な形態保持の結果を得た。超解像顕微鏡及び走査電子顕微鏡においても同様
の結果をえた。遺伝子の網羅的解析においては切断モデルで変動した遺伝子、縫合モデルで変動
した遺伝子、両モデルで同方向に変動した遺伝子、逆方向に移動した遺伝子を検討した。その中
で acetylcholine receptor に関連する遺伝子群で優位な差異を認めた。【考察】形態学検討により
神経筋接合部の変性の差異を得られた。再生神経は神経筋接合部を再利用するため神経接合によ
り保護にシフトするメカニズムが働いたと考える。また、遺伝子解析において今回得られたデー
タは通常の分子シグナルとは別の経路により postsynapse の変性の保護の経路のシグナルが存在
することを示唆する。しかしながら未だ特定の分子の同定には至らず継続して同定していく予定
である。
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顔面神経麻痺不完全治癒に対して 
ネットワーク型神経再建を施行した 3 例

若林　　毅 1、平賀 良彦 2、南　修司郎 3、和佐野浩一郎 4

1 国家公務員共済組合連合会立川病院　耳鼻咽喉科、2 静岡赤十字病院　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、 

4 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】末梢性顔面神経麻痺において、不完全治癒に留まる症例をしばしば経験するが、そ
のような症例に対して、現状では顔面神経の機能回復を望むことのできる治療法は確立されてい
ない。ネットワーク型神経再建では、残存する顔面神経機能を損なうことなく、舌下神経からの
神経インパルスの流入により神経興奮を増加させる手術法として期待されている。今回、顔面神
経麻痺不完全治癒に対してネットワーク型神経再建を施行した 3 症例について報告する。【症例
と経過】手術法：大耳介神経をグラフト神経とし、顔面神経本幹に epineural window（神経上
膜のみを切離）作成、舌下神経に partial neurectomy（神経鞘径の 30-40% を部分切離）を行い、
各々を端側、端々吻合した。（症例 1）70 歳男性、Bell 麻痺。発症 12 ヶ月の時点で柳原法 28 点
と不全麻痺でありネットワーク型神経再建を施行し、術後 1 年 6 ヶ月の時点で柳原法 32 点と改
善を得ている。（症例 2）60 歳男性、Ramsey Hunt 症候群。発症 29 ヶ月の時点で柳原法 14 点と
不全麻痺でありネットワーク型神経再建を施行し、術後 1 年 6 ヶ月の時点で柳原法 20 点と改善
を得ている。（症例 3）59 歳男性、不全型 Hunt 症候群。発症 9 ヶ月の時点で柳原法 22 点と不全
麻痺でありネットワーク型神経再建を施行し、術後 1 年 6 ヶ月の時点で柳原法 30 点と改善を得
ている。いずれの症例も術後の舌の萎縮、それに伴う構音障害や嚥下障害などの機能障害は認め
ていない。【考察、結語】今回我々は、顔面神経麻痺改善が困難になる慢性期の不完全治癒症例
に対してネットワーク型神経再建を実施し、いずれの症例も動きの改善を得ることができたこと
から、本治療は末梢性顔面神経麻痺の不完全治癒症例に対して、慢性期での機能回復を望む治療
法として選択肢となりうると考えられる。ただし、いずれも完全治癒に至る改善は得られておら
ず、今後の慢性期不完全治癒症例には様々な静的再建や動的再建を組み合わせていくことで、さ
らなる麻痺の改善や患者満足度を向上させることが課題であると考える。
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愛媛県における Ramsay Hunt 症候群の疫学的検討 
―全耳鼻咽喉科施設を対象にしたアンケート調査―

寺岡　正人、羽藤　直人、山田　啓之
愛媛大学　医学部　耳鼻咽喉科

【目的】近年水痘ワクチン接種による水痘および帯状疱疹発症の予防や重症化に対する有効性が
証明され、本邦でも 2014 年 10 月から定期接種化が開始された。今後はワクチン接種率の増加と
ともに難治性顔面神経麻痺の一因である Hunt 症候群の発症数の減少や重症化の軽減が期待でき
る。しかし現在のところ、Hunt 症候群の発症頻度や予後の詳細な検討はなく、その疫学につい
ては明らかにされていない。新たな治療戦略を構築するためには、Hunt 症候群の実態を明らか
にすることが急務である。そこで、愛媛県下の Hunt 症候群の実態を把握するために、アンケー
トを用いた後ろ向き検討を行った。【方法】愛媛県下の全ての耳鼻咽喉科施設（診療所 63 施設、
病院 17 施設）に対し、2017 年 1 月から 12 月までの 1 年間に診療を行った Hunt 症候群症例の有
無について、アンケートによる一次調査を実施した。さらに、症例ありの施設を対象に二次調査
を行い、発症頻度、年齢、性別、初診時麻痺スコア、治療および予後について検討した。【結果】
アンケートの回収率は、95％（診療所 60/63 施設、病院 16/17 施設）であった。一次調査では診
療所 14 施設（23.3％）、病院 11 施設（68.8％）で症例ありとの回答があり、各施設より計 64 例
の患者情報を得た。重複例を除く 55 例のうち、8 例は第 8 脳神経症状や皮疹を欠く無疱疹性帯
状疱疹例であり、Hunt 症候群と確定診断に至った 47 例についてその詳細を検討した。性別は男
性 25 例、女性 22 例、初診時の年齢は 19 ～ 86 歳（平均 58.8 歳）、患側は右 25 例、左 22 例であっ
た。3 主徴を満たす完全型が 13 例（27.7％）、不全型が 34 例（72.3％）であり、主要症状の出現
頻度は、帯状疱疹 38 例（80.9％）、難聴 18 例（38.3％）めまい 16 例（34.0％）であった。初診
時麻痺スコアは 0 ～ 38 点（中央値 16 点）で、発症から初診までの期間は 0 ～ 12 日（平均 3 日）
であった。治療はステロイド45例（95.7％）、抗ウイルス剤43例（91.5％）、VitB12製剤43例（91.5％）、
ATP 製剤 34 例（72.3％）であり、1 例に顔面減荷手術が行われた。初診から 90 日以上経過を追
えた 14 例の最終時の麻痺スコアは 8 ～ 40 点（中央値 28 点）であり、36 点以上まで改善した例
は 6 例（42.9％）であった。【考察】Ramsay Hunt 症候群は、水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性
化による耳介周囲の帯状疱疹、顔面神経麻痺、耳鳴・難聴・めまい等の第 8 脳神経症状を 3 主徴
とする疾患である。帯状疱疹については過去に大規模な疫学調査が行われているが、Hunt 症候
群については施設ごとの報告のみでその実態は不明な点も多い。本研究は愛媛県下の全耳鼻咽喉
科施設を対象に行ったアンケート調査（回収率 95％）で、県内で 1 年間に発症した Hunt 症候群
症例をほぼ抽出できていると思われる。Hunt 症候群の年間の罹患率は人口 10 万人あたり 3 ～ 5
人程度とされ、本検討では愛媛県の人口に換算すると 3.46 人 /10 万人 / 年と同程度の結果であっ
た。帯状疱疹の大規模疫学調査では、男女とも発症数のピークは 60 歳代で、発症率のピークは
70 歳代であったと報告されている。本検討における Hunt 症候群の年齢分布をみると、帯状疱疹
と同様に 60 歳代の発症が 13 例と最も多く、60 歳以上の高齢者が 25 例（53.2％）を占めていた。
高齢化が進行しているわが国においては、今後ますます患者の増加が予測されており、ワクチン
の効果が期待される。Hunt 症候群は Bell 麻痺に比べると重症例が多く、予後も不良とされる。
本検討では、初診時の麻痺スコアが 18 点以下の中等症以上の症例が 28 例（59.6％）あり、その
うち 10 点以下の完全麻痺例が 19 例（40.4％）と重症例が多く、長期経過観察には至っていない
ものの、90 日以上経過観察できた 14 例のうち 36 点以上まで改善した例は 6 例（42.9％）であり、
十分な改善が得られていない現状が示唆された。
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zoster sine herpete 症例の検討

後藤　崇成、古川　孝俊、阿部　靖弘、伊藤　　吏、窪田　俊憲、鈴木　祐輔、 
松井　祐興、欠畑　誠治

山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

【はじめに】
zoster sine herpete（ZSH）は水痘帯状疱疹ウイルス（varicella-zoster virus; VZV）の再活性

化による顔面神経麻痺のうち、第 8 脳神経症状や疱疹を欠くもので、臨床像から Bell 麻痺と鑑
別することは困難である。しかし ZSH は Hunt 症候群と同様に完全麻痺例が多く、Bell 麻痺と
比較してその予後が不良であることが知られているため、Bell 麻痺と ZSH とを早期に鑑別して
治療にあたる必要がある。しかしながら血清学的検査以外に ZSH を早期に診断できる手段がな
いのが一般臨床の現状である。ZSH の治療については、発症早期にステロイドと抗ウイルス薬
を併用することで治癒率が向上することが報告されているが、ZSH の治療に関する論文は、そ
の発見のしにくさと少ない症例数が影響しているためかわずかである。また、ZSH に限定して
詳細に検討した報告は渉猟しえた限り本邦においては認められない現状にある。そこで今回、当
科における ZSH 症例を詳細に検討した。

【対象】
対象は 1994 年以降に山形大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科で加療を行った ZSH 症例

60 例である。その内訳は男性 33 例、女性 27 例で年齢は 10 歳から 83 歳（平均 43.2 歳）となっ
ている。

【方法】
年齢分布、完全麻痺への進行の有無、Electroneurography（ENoG）最低値、治療法、治癒率、

発症から治療開始までの日数を後ろ向きに検討した。本検討では VZV 抗体価をペア血清で測定
し、IgG 抗体価の有意な変動（EIA 値で 2 倍以上）、もしくは IgM 抗体陽性（EIA 値で 2.0 以上）
をもって ZSH と診断した。柳原法で 8 点以下を完全麻痺とし、今回は、発症後 6 ヶ月時点で柳
原法 36 点以上かつ中等度以上の後遺症を認めない症例を治癒と判定した。

【結果】
年齢分布は 10 歳までを除く各年代に広く分布していた。15 歳までの小児例が 8 例含まれてい

た。全体の 85% が完全麻痺、15％が不全麻痺であり、完全麻痺例が多くなっていた。完全麻痺
症例に対する治療は、〈1〉prednisolone（PSL）60mg/day（小児では 1mg/kg/day）単独、〈2〉
PSL 大量療法（PSL200mg/day からの漸減投与、Hespander 及び Mannitol 併用）単独、〈3〉
PSL 60mg に抗ウイルス薬（水痘・帯状疱疹ウイルス治療量）の併用、〈4〉PSL 大量療法に抗ウ
イルス薬を併用の 4 通りであった。治癒率は全 ZSH 症例で 75.0％、不全麻痺症例では 100％、
完全麻痺症例で 70.6％であった。完全麻痺症例のうち、〈1〉PSL 60mg/day 単独で治療を行った
群は ENoG 最低値の平均が 12.8% で、治癒率は 55.6％であった。〈2〉PSL 大量療法単独の群で
は ENoG 最低値の平均が 37.1％で、治癒率は 100％であった。〈3〉PSL 60mg/day に抗ウイルス
薬を併用した群では ENoG 最低値の平均が 27.2% で、治癒率 75.0％であった。〈4〉PSL 大量療
法に抗ウイルス薬を併用した群では ENoG 最低値の平均が 23.8％で、治癒率 69.6% であった。小
児例は 8 例中 7 例が完全麻痺であり、そのうち 1 例は非治癒となり、治癒率は 87.5％であった。

【考察】
ZSH の治癒率は当施設における Hunt 症候群の治癒率（71.9%）と同様で、Bell 麻痺の治癒率

（92.7%）よりも低い結果となった。現時点では実臨床レベルで発症早期に ZSH と Bell 麻痺を鑑
別するのは困難であり、ZSH であることが後に判明する患者はほとんどが Bell 麻痺として治療
を開始されている。しかし ZSH の治癒率の低さをふまえると、Bell 麻痺治療において常に ZSH
の可能性を念頭に置き、重症度に応じた個別治療が必要であると思われた。また予後が良好とい
われている小児でも、ZSH 症例では非治癒となる症例があったため、小児の治療においても
ZSH の可能性を念頭に置く必要があると思われた。今後も ZHS 症例の検討を重ね必要があるが、
病初期の ZSH 診断法が期待される所である。
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CT 画像による鼓室内の鼓索神経の走行パターンの解析

浦中　　司、松本　　有、星　雄二郎、樫尾　明憲、岩崎　真一、山岨　達也
東京大学　医学部　耳鼻咽喉科

鼓室形成術、アブミ骨手術、人工内耳手術などの耳科手術では側頭骨解剖の知識が重要である
が、実際の手術では、教科書的な解剖学に加えて個体間のばらつきに対応する必要がある。当科
で施行した内視鏡下耳科手術において鼓室内の鼓索神経の走行部位には個体間でばらつきを認
め、鼓索神経も手術において個体間のばらつきに対応する必要がある構造物と考えられた。鼓室
内の鼓索神経の走行パターンに関してこれまでに報告はなく、当科で施行した内視鏡耳科手術症
例に関して、鼓索神経の走行について分類を試みたところ、次の 5 タイプに分類できることが判
明した（図）

1．EAC タイプ：鼓索神経小管の端が骨性鼓膜輪よりも外耳道側に存在するもの
2．Separate タイプ：鼓索神経が骨性鼓膜輪から離れているもの
3．Adjunct long タイプ：鼓索神経が骨性鼓膜輪に接しており、かつ長いもの
4．Adjunct short タイプ：鼓索神経が骨性鼓膜輪に接しており、かつ短いもの
5．Rivinus タイプ：鼓索神経の走行の大部分が骨性鼓膜輪に隠れ、リビニ切痕で僅かに確認

出来るもの
鼓膜外耳道皮弁の挙上では外耳道後壁と骨性鼓膜輪の陰となり、鼓索神経の同定が困難な症例

がある。上記の分類での Adjunct short タイプや Rivinus タイプが該当し、骨削開で鼓索神経を
巻き込まないように、慎重に操作を行う必要がある。後鼓室開放では鼓索神経小管をドリルで削
り出して神経を同定する必要があるが、この場合、EAC タイプや Separate タイプは鼓索神経小
管が短いため、神経が同定されにくい。逆に Adjunct short タイプや Rivinus タイプでは、顔面
神経との角度が小さくなるため、後鼓室開放の領域が狭くなる。以上のように、経外耳道的、経
乳突洞的アプローチのいずれの場合も鼓索神経の走行パターンを把握しておくことは臨床的に重
要である。

耳科手術に際して術前に行われる主な画像検査は CT 画像であり、鼓索神経の鼓室内の進入部
（鼓索神経小管の鼓室端）までは同定可能である。CT 画像の鼓索神経小管の鼓室端と周囲構造
物の位置関係から、鼓索神経の鼓室内の走行パターンが予測できれば上記の如く臨床的に有用と
考えられ、術前 CT 画像および実際の内視鏡耳科手術での鼓索神経の走行部位の検討を行ったた
め、報告する。
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一側性難聴に対する骨固定型骨導補聴器
（Bone-Anchored Hearing Aid : BAHA）の一症例

石田　克紀、喜多村　健、峯川　　明、渡邊　浩基、吉川沙耶花、坂井　　真
茅ヶ崎中央病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】一側聾や一側性外耳道閉鎖症に対する BAHA は海外では手術適応となっており、
本邦において治験が行われた際、手術適応として検討された。2013 年に保険収載された時には、
一側性難聴に対する BAHA の有効性が十分に証明されないという理由で、手術適応から外され
た。しかし、聞き取りに困難を感じている一側性難聴の患者も多く、BAHA が治療上の選択肢
となることがある。我々は 2016 年より、慢性中耳炎術後症 2 症例に対し BAHA 埋込み術を行っ
たが、今回一側性外耳道閉鎖症・小耳症に対し、BAHA 埋込み術を施行した症例を経験したので、
術後経過を報告する。

【症例】47 歳、男性。左先天性外耳道閉鎖症・小耳症。A 大学病院にて 6、7、25 歳時に中耳・
外耳手術を施行した。7 歳時には耳介形成術も受けたが、外耳道閉鎖のままとなった。眼鏡型骨
導補聴器は側頭部骨への固定が不安定で効果が十分でないため、現在は耳穴式補聴器を使用して
いるが聞こえには満足していない。仕事が鉄道の駅員で業務上支障があるため、聴力改善を強く
希望し、紹介受診した。左外耳道閉鎖、左耳介奇形以外に口内、頸部、顔面に特記すべき所見な
し。右耳は異常なく、左 78.8dB の混合難聴を認めた。BAHA テスト機器を試聴し、有効性が予
測された。一側性外耳道閉鎖であったため、保険適応外であったが、BAHA 埋込み術を希望し
たため、個人負担により、左耳に BAHA 埋込み術を施行した。皮膚切開に関しては眼鏡の柄お
よび駅員の帽子の支障にならないように考慮し、最終的に CT による骨の厚みを考慮し、外耳道
口より 5cm 後上方に 3cm の線状皮切を行った。術後、仕事上での環境音、乗客との会話、マイ
クを通しての聞き取りに対し、プロセッサの調整とプログラムの選別により一定の効果を実感し、
常に装用している。

【考察】外耳道閉鎖症・小耳症は通常の鼓室形成術、外耳道形成術を行っても聴力改善の効果の
効果は一時的なことが多く、また形成された外耳道も浅在化もしくは再閉鎖することが多い。現
在、本邦の BAHA を含めた人工聴覚器の手術適応に含まれていない一側性難聴の患者の中には
聞こえに困難を感じているものも多く、BAHA が実用的な治療選択肢となる場合があり、症例
を重ね、今後、保険での手術適応に含まれることを切に期待したいと感じた。
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高音急墜型感音難聴患者における残存聴力の自然経過に関する検討

岡田　昌浩、羽藤　直人
愛媛大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
高音急墜型感音難聴に対し、現在、残存聴力活用型人工内耳（EAS）が適応となっている。

その適応の際、残存聴力がどのような自然経過をたどるかを予想することが電極の選択などに重
要になるが、その詳細はよく知られてない。そこで、今回、Massachusetts Eye and Ear 
Infirmary（MEEI）のオージオグラムデータベースを活用し、EAS の適応となる症例がどのよ
うな聴力自然経過をとるかについて検討した。

【対象と方法】
1993 年から 2017 年の間の MEEI のオージオグラムデータベースから、EAS の適応となるオー

ジオグラムに該当する症例（2274 例）から、混合性・伝音性難聴、6 歳以下の症例、観察期間が
1 年未満、後迷路性難聴の症例を除外した。人工内耳手術を受けた症例では、人工内耳手術前ま
でのデータのみを解析に使用した。各症例の 250Hz、500Hz、1kHz の聴力経過を dB/year で算
出した。診療録より難聴の原因疾患を調査し、特発性難聴、家族性・遺伝性難聴、先天性難聴の
症例を対象とした。

【結果】
2274 症例のうち、混合・伝音性難聴、6 歳以下、観察期間が 1 年未満、後迷路性難聴を除外す

ると、944 症例、1083 耳が該当した。そのうち、特発性難聴、家族性・遺伝性難聴、先天性難聴
の症例は 613 症例、725 耳であった。全症例の平均聴力進行は 250Hz で 1.19±0.16（平均±
SEM）dB/year、500Hz で 1.64±0.17dB/year、1kHz で 1.53±0.19dB/year で、3 周波数の平均
は 1.46±0.10dB/year であった。45 歳未満の症例での 3 周波数の平均は 1.51±0.20dB/year、45
歳以上の症例では 1.43±0.11dB/year で、両者に有意差は認めなかった。低音域（250Hz、
500Hz）の聴力平均が 40dB 未満の症例では 1.64±0.13dB/year、40dB 以上の症例では 1.25±
0.15dB/year で、低音域の聴力閾値が良い症例で有意に難聴進行が早かった（p=0.047）。高音域

（2kHz、4kHz）の聴力平均が 100dB 未満の症例では 1.04±0.11dB/year、100dB 以上の症例では
2.17±0.19dB/year で、高音域の聴力閾値が悪い方が有意に難聴の進行が早かった（p＜0.0001）。

【考察】
高音急墜型感音難聴に残存聴力活用型人工内耳が適応となり、手術アプローチ方法、術中のス

テロイドの使用、電極挿入スピードや電極デザインの工夫により、聴力温存が試みられているが、
残存聴力の自然経過についての報告は多くなかった。これまで、低音域の残存聴力の自然経過に
ついて、1.05dB/year ～ 1.78dB/year と報告されているが、今回の検討では、過去の報告と同等
であった。また、低音域の閾値が良く、高音域の閾値が悪い症例、つまり、オージオグラムの傾
きが急な症例で、難聴の進行が有意に早かった。このような症例では、電極の選択などに注意を
要すると考えられた。

【謝辞】
本研究における D. Bradley Welling 先生の御指導に深謝致します。
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高度感音難聴患者の聴覚活用に関する検討　 
～語音明瞭度と補聴器／人工内耳の選択について

島貫茉莉江 1、新田　清一 1,2、坂本　耕二 1、御子柴卓弥 1、岡田　峻史 1、 
大石　直樹 2、小川　　郁 2

1 済生会宇都宮病院　耳鼻咽喉科、2 慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
昨年、成人人工内耳適応基準において「平均聴力レベルが 70dB 以上、90dB 未満で、なおか

つ適切な補聴器装用を行った上で、装用下の最高語音明瞭度が 50％以下の高度感音難聴」が追
加された。この改訂に伴い新たに人工内耳の適応となった高度感音難聴（装用下の最高語音明瞭
度が 50％以下）の臨床像を把握することを目的として、高度感音難聴患者の聴覚活用について、
語音明瞭度と選択された補聴器機（補聴器・人工内耳）を中心に検討を行った。

【対象と方法】
2006 年 1 月～ 2017 年 12 月に当科を受診して補聴器を装用した成人難聴患者 1,919 例のうち、

良聴耳の平均聴力レベル（四分法）が 70dBHL 以上、90dBHL 未満の高度感音難聴症例 92 例を
対象とした。男性 37 例、女性 55 例、年齢は 27 ～ 98 歳（平均 74.7 歳）であった。92 例中、57
例（62％）が両耳とも高度難聴であり、残りの 35 例（38％）は良聴耳が高度難聴で、非良聴耳
が重度難聴（平均聴力レベルが 90dBHL 以上）であった。前者を高度－高度群、後者を高度－
重度群として、以下の検討を行った。

補聴器のフィッティングは開始から 3 ヶ月を初期調整期間として、その間は補聴器を貸出とし
て頻回に調整を施行した。初日から常用するように装用指導を行った。3 ヶ月後に患者自身が購
入判断を行い、装用耳を決定した。その後、補聴器適合検査を適宜施行しながら、補聴器による
聴覚リハビリテーションを継続した。補聴器の装用効果に満足せずにさらなる言語聴取改善の希
望があった症例に対して、人工内耳手術およびリハビリテーションを施行した。

補聴器適合検査（語音明瞭度曲線の測定、装用時）における最高語音明瞭度と、患者が選択し
た補聴器機（補聴器もしくは人工内耳）について検討を行った。

【結果】
装用下の最高語音明瞭度は、全症例においては 5 ～ 90％（平均 58％）であり、50％未満の症

例は 26 例（28％）、50％以上の症例は 66 例（72％）であった。高度－高度群では平均 61％で、
50％未満の症例は 12 例（21％）であった。高度－重度群では平均 52％で、50％未満の症例は 14
例（40％）であった。

患者が選択した補聴器機については、装用下の最高語音明瞭度が 50％未満の 26 例中 14 例
（54％）が補聴器両耳装用、8 例（31％）が補聴器片耳装用、4 例（15％）が補聴器／人工内耳の
Bimodal（非良聴耳に人工内耳）であった。装用下の最高語音明瞭度が 50％以上の 66 例におい
ては、51 例（77％）が補聴器両耳装用、11 例（17％）が補聴器片耳装用、4 例（6％）が補聴器
／人工内耳の Bimodal（非良聴耳に人工内耳）であった。人工内耳を施行した 8 例の人工内耳装
用耳は、全例補聴器の装用効果がない重度難聴であった。

さらに高度－高度群と高度－重度群に分けてみてみると、高度－高度群では全例補聴器のみを
用いており、両耳装用が 50 例（88％）、片耳装用が 7 例（12％）であり、人工内耳を希望した症
例はいなかった。高度－重度群では、35 例中 15 例（43％）は補聴器両耳装用であったが、残り
の 20 例（57％）は補聴器片耳装用となり、経過中にそのうちの 8 例が活用していない非良聴耳
に人工内耳を希望された。

【考察】
当科における高度感音難聴症例において装用下の最高語音明瞭度が 50％未満の症例は約 3 割

程度であり、これらの症例が新しい人工内耳の適応に該当する。このうちの 85％の症例は補聴
器装用を継続されたが、15％の症例が非良聴耳に人工内耳を希望された。一方、装用下の最高語
音明瞭度が 50％以上の症例においてはほとんどの症例が補聴器装用であったが、6％の症例がさ
らなる聴覚活用を希望して非良聴耳に人工内耳装用となった。また、両耳とも高度難聴の症例で
は人工内耳の希望する症例はいなかったが、非良聴耳が重度難聴で補聴器が活用できない 20 例
中、約半数の 8 例は補聴器／人工内耳の Bimodal を希望された。「装用下の最高語音明瞭度が
50％」は人工内耳適応の重要な目安であるが、非良聴耳の補聴器装用効果も人工内耳の適応を検
討する上で一つの要素と考えられた。非良聴耳が重度難聴で補聴器装用効果が望めない場合は、
非良聴耳に対する人工内耳は言語聴取改善のために有力な選択肢となり得る。
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人工内耳装用者における術中 EABR と聴取能の検討

森下　大樹 1、荒井　康裕 1、磯野　泰大 1、和田　　昂 1、佐久間直子 2、 
高橋　優宏 3、宇佐美真一 4、折舘　伸彦 1

1 横浜市立大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 
2 横浜市立大学附属市民総合医療センター　耳鼻咽喉科、 

3 国際医療福祉大学三田病院　耳鼻咽喉科、4 信州大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】
人工内耳における術中 EABR の各パラメータと術後の聴取能の関係については、これまでに

様々な検討がなされている 1）2）が、いまだ統一した見解は得られていない。今回我々は、MED-
EL 社製人工内耳装用者における術中 EABR の V 波の潜時・振幅と術後の聴取能について、検
討を行ったので報告する。

【対象と方法】
対象は、当科で 2014 年 1 月から 2017 年 12 月までに人工内耳埋込術を施行した 72 例のうち、

MED-EL 社製人工内耳埋込術（CONCERTO FLEX24、FLEX28 または FLEXSOFT）を施行し
た初回手術症例で、術中 EABR の測定を行った先天性難聴 12 例と中途失聴 17 例であった。対
象者の手術時年齢は、先天性難聴症例では 1 歳から 3 歳 9 か月（中央値 1 歳 9 か月）、中途失聴
症例では、40 歳から 84 歳（中央値 68 歳）である。術後の聴取能の評価には、先天性難聴症例
では IT-MAIS、中途失聴症例では語音聴力検査（67-S 表）の結果を用いた。EABR のパラメー
タには、電極 1、6、12 番において測定した V 波の潜時と振幅を用いた。先天性難聴症例において、
聴取能良好群（IT-MAIS30 以上）8 例と聴取能不良群（IT-MAIS30 未満）4 例に分類、中途失
聴症例において、聴取能良好群（最高語音明瞭度 70% 以上）6 例と聴取能不良群（最高語音明
瞭度 70% 未満）11 例に分類し、両群における V 波の潜時と振幅を Mann-Whitney U 検定を用
いて比較した。

【結果】
先天性難聴症例では、潜時は、聴取能良好群 4.02msec、聴取能不良群 4.95msec で p=0.005 であっ

た。振幅は、聴取能良好群 0.67µV、聴取能不良群 0.20µV で p=0.03 であった（値は全て中央値）。
聴取能不良群に比べて聴取能良好群の方が有意に V 波の潜時が短く、振幅が大きい結果であっ
た。

中途失聴症例では、潜時は、聴取能良好群 3.93msec、聴取能不良群 4.03msec で p=0.36 であっ
た。振幅は、聴取能良好群 0.84µV、聴取能不良群 0.49µV で p=0.04 であった（値は全て中央値）。
聴取能不良群に比べて聴取能良好群の方が有意に V 波の振幅が大きい結果であった。

【考察】
術後の聴取能は、残存したラセン神経節数や聴覚中枢路が影響しているといわれており 3）、

EABR における V 波の潜時と振幅は、残存したラセン神経節数や聴覚中枢路を反映していると
考えられる 1）。本研究では、先天性難聴症例では、聴取能良好群において有意に V 波の潜時が
短く、振幅が大きいという結果であった。また、中途失聴症例でも、振幅の大きさで有意差を認
めた。本研究は、症例数が少なく、後方視的研究ではあるが、術中 EABR における V 波の潜時
と振幅は、術後聴取能の予測因子となりうる可能性が示唆された。

【参考文献】
 1）Galle´go S., et al: Cochlear implant performance and electrically-evoked auditory brain-

stem response characteristics. Electroencephalography and clinical Neurophysiology 108: 
521–525, 1998.

 2）Yu Wang, et al: The Relationship Between EABR and Auditory Performance and Speech 
Intelligibility Outcomes in Pediatric Cochlear Implant Recipients. American Journal of 
Audiology 24: 226–234, 2015.

 3）Otte, J., Schuknecht, H. and Kerr A.: Ganglion cell populations in normal and pathological 
human cochleae. Implications for cochlear implantation. Laryngoscope 88: 1231–1246, 1978.
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若年男性の乳様突起炎の 1 例

堀中　昭良 1、成尾　一彦 1、北原　　糺 2

1 奈良県総合医療センター　耳鼻咽喉科、2 奈良県立医大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
乳様突起炎は小児における急性中耳炎の合併症としてよく知られている。今回我々は 17 歳男

性の乳様突起炎例を経験したので報告する。
【症例】
主訴：右難聴
現病歴：

17 歳男性。173cm、120kg（BMI：41）。HbA1c6.3%。○年△月より右難聴を自覚し、△＋ 1
月近医耳鼻科診療所を受診したところ、滲出性中耳炎を指摘され、外耳道炎も併発。治療を受け
るも改善せず、△＋ 3 月他院耳鼻科を受診。右外耳道の腫脹が強く、閉塞しており、当科へ紹介
受診された。右外耳道は著明に腫脹しており、鼓膜は確認できなかった。菌検査では Coagulase 
negative Staphylococci を少量認めた。聴力は気導 55dB（3 分法）で伝音難聴を認めた。CT で
は鼓室は軟部陰影が充満し、外耳道壁および乳突蜂巣に骨破壊像を認めた。MRI では拡散強調
像で乳突洞から上鼓室にかけて顕著な高信号を認め、真珠腫も疑われた。前医での保存的治療で
改善なく、診断と治療をかねて手術を予定した。△＋ 4 月、入院時に 37.2 度の微熱を認めた。
また右耳後部に軽い疼痛があり、軽度の腫脹を認めた。
手術所見：

右耳後部切開を行ったところ、外耳道頭側に骨膜下膿瘍を認め排膿した。同部位の皮質骨は破
壊されていた。乳突削開すると、乳突洞内は膿性の滲出液と肉芽が充満しており、可及的に清掃
を行った。外耳道後壁も上鼓室方向まで長軸方向に骨破壊を認めた。外耳道皮膚を輪状切開して
鼓膜を確認したところ、鼓膜は炎症性に肥厚してした。鼓室内の炎症も高度で耳小骨の同定は困
難であった。耳小骨連鎖が残存していた場合の感音難聴のリスクや顔面神経の露出も予想され、
保存的加療での消炎を期待し、鼓室の操作は限定的とした。乳突洞内を十分洗浄し、ドレーンを
留置した。外耳道後壁は耳介軟骨により再建した。
術後経過

術中に施行した菌検査では嫌気性グラム陰性桿菌、嫌気性グラム陽性球菌、Micromonas 
micros を認めた。約 2 週間抗菌薬（CEZ 点滴 3 日、以降 AMPC/CVA 内服）加療を行った。耳
痛は消失し、耳後部腫脹も消退した。術後約半年後時点で右聴力は 16.7dB（3 分法）と改善し気
骨導差は消失していた。外耳道腫脹も消退し、良好な経過をたどっている。

【考察】
乳様突起炎は小児における急性中耳炎の合併症としてよく知られている。小児においては、急

性中耳炎に続いて発熱を伴う全身状態の悪化を伴って発症する一方、成人では発熱などの全身症
状に乏しく、潜在性に長期的な経過をたどる例が多いと報告されている。また成人例では真珠腫
の合併に伴う中耳炎の急性増悪も考慮する必要があるとされている。本例は保存的加療に抵抗性
であり、真珠腫の有無を含めた診断、および治療を兼ねて手術を行い消炎に至り聴力も改善した。
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側頭部腫脹を呈したムコーズス中耳炎・乳様突起炎の一例

田中久美子 1、角田　篤信 1、安齋　　崇 1、松野　栄雄 1、池田　勝久 2

1 順天堂大学医学部附属練馬病院耳鼻咽喉・頭頸科、2 順天堂大学医学部耳鼻咽喉・頭頸科

【症例】9 歳 0 ヶ月の女児。主訴は左側頭部腫脹。既往に徐波睡眠期持続性棘徐波（CSWS）を
示すてんかんがあり、抗てんかん薬等内服加療中であった。【現病歴】当科受診の 17 日前に左耳
疼痛が出現。その 2 日後に母親が左の側頭部腫脹に気がついた。開口障害も出現したため耳痛発
症から 7 日後にかかりつけの小児科を受診。CT で側頭筋腫脹および筋層内腫瘤を認めたため当
院小児科受診となった。しかし受診時耳症状は診られず、側頭部腫脹のみの訴えだったため、横
紋筋肉腫など悪性腫瘍の疑いで、発症 10 日目に頭部 MRI が施行された。画像上左側頭筋内膿瘍
ならび筋層由来の軟部組織腫瘍が疑われたが、発症 16 日目には左外耳道から緑黄色膿の排膿を
認めたため、その翌日当科紹介・受診となった。【初診時所見】体温：38.1℃。意識はやや混濁
しており、機嫌不良。指示は余り入らず、聴力検査は施行不可能であった。局所所見上、左側頭
部は著しい腫脹がみられた。触診上、熱感、波動を触れたが圧痛ははっきり訴えず。左外耳孔か
らは粘稠、黄緑色の耳漏が認められた。外耳道は著しく腫脹し、鼓膜は観察不能。腫脹は耳介後
方にもみられており、耳介聳立を呈していた。開口は可能であったが、疼痛のためか食事摂取は
不良。その他、眼振、眼球運動麻痺、顔面神経麻痺や髄膜刺激兆候は診られなかった。検査所見
上、WBC 15.1/µl（Stab 4.5%　Seg 68.0%　Eos 1.5%　Baso 0.5%　Lymph 20.0%　Mono 5.5%）、
CRP 4.48mg/dl と細菌感染を思わせる所見がみられた。画像所見では CT にて、左外耳道の狭小
化とともに左鼓室内、乳突洞、乳突蜂巣内に、軟部濃度陰影が充満し、耳周囲の側頭部皮下組織
の腫脹、濃度の上昇が診られた。頭部単純 MRI では、左側頭筋内に T2 強調像で高信号、T1 強
調像で明瞭な低信号を呈する腫瘤が診られており、脂肪抑制 T2 強調像で周囲に高信号域を伴宇
ことから、炎症もしくは浮腫性変化が示唆された。拡散強調像でも左側頭部は異常高信号を呈し
ていた。これら病変は下顎骨頭周囲まで異常信号域は及び、左乳突蜂巣の含気は不良で、T2 強
調 像 で 高 信 号 を 呈 す る 貯 留 物 が 認 め ら れ た。 耳 漏 か ら の 培 養 で コ ア グ ラ ー ゼ 陰 性 の
Streptococcus pneumoniae が検出され、菌発育形態ならび顕微鏡所見からムコイド型肺炎球菌
と判明した。以上の結果から、左急性中耳炎から乳様突起炎、側頭筋膜下膿瘍を来たし、側頭部
腫脹を来したものと考えらえた。【入院後経過】左外耳から前方上方にかけての腫脹は波動を有
しており、エコー上も亭エコーを呈していた。そこで、エコー下に 16G サーフロー留置針を用
いて穿刺。多量の黄色膿が排膿された。悪臭、ガスは認めなかった。サーフロー針ははそのまま
留置し排膿を図った。治療開始後 ABPC/SBT を投与（1500mgx3 回／日）。翌日ムコイド型肺
炎球菌が同定されたため ABPC（1500mgx4 回／日）へ de-escalation した。併せてリンデロン・
タリビット点耳を開始した。第 4 病日には左側頭部サーフロー留置針からの排膿はほぼなくなり
抜去。外耳道腫脹も徐々に消退し、鼓膜も観察可能となった。側頭部腫脹がほぼ消失したため第
7 病日に退院となった。第 12 病日の当科外来受診時には外耳道肉芽は消失し、鼓膜正常、ティ
ンパノグラム正常。患児の機嫌も良好であった。【考察】肺炎球菌はコロニー形態によりムコイ
ド型と非ムコイド型に分類され、その形態の違いは莢膜ポリサッカライドの厚さと関連し、莢膜
ポリサッカライドの産生量の多い株がムコイド形態をとることが知られている。ムコイド型は非
ムコイド型に比べて重症化しやすい。抗菌薬が普及し、乳様突起炎など重症化する症例はまれと
なったが、未だに注意を払うべき菌種である。本例は急性中耳炎から急性乳突洞炎さらに側頭骨
膜下膿瘍をきたすなど重篤な経過をたどったが、発症直後に耳痛を訴えたものの症状は軽快し、
側頭部腫脹が主な症状となったため、病態が明らかになるのに時間を要した。抗てんかん薬内服
中で症状目立たず、患児も上手く訴えられなかったことから耳漏が出現するまで中耳炎の存在に
気づかれなかったなど、様々な因子から診断が遅れたものと考えられた。
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ムコーズス中耳炎の 2 例

森本　寛基、村井　尚子、山道　　怜、齊藤　敦志、内田　真哉
京都第二赤十字病院　耳鼻咽喉科・気管食道外科

【はじめに】
ムコーズス中耳炎はムコイド型肺炎球菌を起炎菌とし成人に好発する難治性中耳炎である。抗

菌薬が普及していなかった時代には急性中耳炎の 20％を占め、70 ～ 90％に乳様突起炎を併発し、
10％が頭蓋内病変で亡くなったと報告されており、重症化しやすい特性を持つ中耳炎であった。
しかし戦後には抗菌薬の普及・発達に伴って本疾患は減少した。一方で抗菌薬の多用による耐性
菌の出現を認めるようになった。本邦では特にセフェム系抗菌薬が多用され、近年ムコーズス中
耳炎の報告が増加し再興感染症として認識されている。今年になり当院で 2 例経験したため報告
する。

【症例 1】
45 歳、男性。耳疾患の既往なし。右難聴・耳閉感・耳鳴を自覚し近医耳鼻咽喉科を受診した。

マクロライド系抗菌薬で治療されるも改善なく当科紹介。耳漏の培養結果からムコイド型肺炎球
菌が検出され、側頭骨 CT では乳様突起炎を認め、入院加療となった。アンピシリン水和物 8g/
日で治療開始した。入院時の 3 分法平均聴力が 43.3dB の伝音難聴であったが、8 日目には
16.7dB まで改善し、CT で鼓室内の含気を確認したため、内服へ切り替えて退院となった。

【症例 2】
66 歳、男性。好酸球性中耳炎・副鼻腔炎に対しプレドニゾロン 4mg 隔日投与で通院治療での

コントロール良好であった。右耳の疼痛と耳漏が出現し当科受診した。右鼓膜は膨隆・拍動を認
め、外来で鼓膜切開後、ステロイドの鼓室内注入・プレドニゾロン 30mg 内服を開始した。培養
結果からムコイド型肺炎球菌が検出され、入院の上アンピシリン水和物 8g/ 日を開始した。入
院時の CT では乳様突起炎を認め、3 分法平均聴力が右 51.7dB の伝音難聴を認めていたが、治
療後 8 日目には右 21.7dB、左右差を認めない状態まで改善した。内服へ切り替えて退院となった。

【考察】
2 例ともに起炎菌はムコイド型肺炎球菌であり、入院治療においてペニシリン系抗菌薬を使用

し著効した。いずれも乳様突起炎を来していたが治療後増悪なく、頭蓋内病変の合併は認めなかっ
た。

本疾患は耐性を持つ抗菌薬で治療を開始すると難治・重症化しやすい一方、ペニシリン系抗菌
薬で著効する場合が多い。肺炎球菌およびムコイド型の有無を確認することで治療方針が変わる
可能性があり、注意が必要である。細菌培養の結果を見て起炎菌のガイドラインに則った治療の
重要性を改めて認識する必要がある。
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鼓膜穿孔のない乳突洞真菌症の 1 例

佐々木　豊
沼津市立病院

耳鼻咽喉科領域の真菌症は主として副鼻腔外耳道に発症する。中耳の真菌症は、まれであり慢
性中耳炎や免疫不全患者などに合併することが多い。今回免疫不全を伴わず鼓膜穿孔のない、乳
突洞真菌症の 1 例を経験したので報告する。17 才男性主訴：めまい現病歴：201X 年 8 月前半　
左耳の疼痛を自覚して、その後改善。その後左難聴。耳鼻科受診せず。9 月 12 日からめまい。
近医でドンペリドン、ベタヒスチン投薬も改善なし。9 月 14 日近医総合病院受診。頭位眼振検
査で左水平性眼振を全頭位で認め左混合難聴様あり、紹介受診となる。聴力は左 65dB の混合難
聴　Weber 試験 左側偏奇　顔面神経麻痺なし。鼓膜先行なく、外耳道後壁は腫脹しており CT
にて外耳道の肥厚、左中耳腔から乳突洞の軟部組織陰影　外側半規管瘻孔を認めた。真珠腫性中
耳炎や乳突洞腫瘍を考え 9 月 15 日手術治療を行った。乳突洞を削開開放すると肉芽組織が充満
し一部膿汁塊を認めた。肉芽を可及的に清掃して迅速組織診では肉芽組織であった。術後の病理
検査にて Grocott 染色陽性反応を示す真菌（糸状菌）とグラム陽性球菌の両者からなる colony
を認めた。術後経過は良好で 7 病日退院となる。病理結果にて糸状真菌があり真菌感染の関与が
考えられ抗真菌剤の内服全身投与を行った。聴力は 15dB に改善し現在再発を認めない。上記症
例を考察し発表する。
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肥厚性硬膜炎を呈した側頭骨真菌症の 2 例

浅山　理恵、岡田　昌浩、寺岡　正人、山田　浩之、羽藤　直人
愛媛大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科

【はじめに】
肥厚性硬膜炎は、硬膜の肥厚によって頭痛・脳神経麻痺・痙攣発作など様々な神経症状を呈す

る比較的まれな疾患である。感染性、自己免疫性、腫瘍、外傷、薬物、特発性などの原因が報告
されているが、近年、ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）の合併症として注目されている。
今回、我々は側頭骨の真菌感染が原因と考えられた肥厚性硬膜炎を 2 例経験した。その診断に際
し、OMAAV との鑑別を要したが、治療方針が全く異なるため注意が必要であったので報告する。

【症例 1】62 歳、男性
主訴：左耳漏
既往歴：糖尿病
現病歴：201X 年 6 月頃より左耳漏、難聴が出現し、近医を受診した。左外耳道内に真菌を認

め局所処置などの加療を受けたが改善せず、乳様突起炎も認めたため、当科を紹介受診した。側
頭骨 CT にて乳様突起炎を認めたが、β-D グルカンは陰性であった。7 月 31 日、左乳突削開術、
鼓膜チューブ留置術を施行した。乳突洞および鼓室内の肉芽病変を病理検査へ提出したが、腫瘍
病変や真菌はみられなかった。翌年の 3 月頃から頭痛、複視が出現したため、精査・加療目的に
入院した。

局所所見：左鼓膜チューブより耳漏がみられたが、細菌、真菌、結核菌は検出されなかった。
検査所見：β-D グルカン高値、血清アスペルギルス抗原が陽性であった。MPO-ANCA、PR3-

ANCA は陰性で、T-spot も陰性であった。髄液検査では細胞数の増加がみられた。
画像所見：MRI では乳突洞に炎症所見があり、中頭蓋窩の硬膜肥厚、顎関節周囲に造影効果

を伴う炎症所見を認めた。
経過：以上の所見より、側頭骨真菌症とそれに伴う肥厚性硬膜炎と診断した。抗真菌剤（VRCZ）

の投与で左外転麻痺の改善、耳漏、耳痛などの症状は軽快した。
【症例 2】76 歳、男性

主訴：右耳痛
既往歴：糖尿病、高血圧、高脂血症
現病歴：201X 年 1 月頃に右耳痛を自覚し始め、近医を受診した。右中耳炎を認めたが、抗菌

薬投与や鼓膜切開、鼓膜チューブ留置では症状が改善しなかった。同年 3 月頃より右耳漏、耳痛
の増強を認め、CT にて鼓室天蓋の骨破壊を認めたため、精査・加療目的に当科入院した。

局所所見：右鼓膜チューブより耳漏がみられ、コリネバクテリウムが検出された。真菌、結核
菌は検出されなかった。

検査所見：β-D グルカン陰性、血清アスペルギルス抗原陰性であった。MPO-ANCA、PR3-
ANCA は陰性で、T-spot も陰性であった。髄液検査では総蛋白量の軽度増加がみられた。

画像検査：MRI で右中頭蓋底の硬膜肥厚を認めた。また、顎関節周囲に造影効果を伴う炎症
所見を認めた。

経過：細菌検査で検出されたコリネバクテリウムに対し、感受性のある MEPM の投与を行っ
たが、症状は改善しなかった。診断確定のため、乳突削開術を施行したところ、術中検体からア
スペルギルスが検出された。また、病理検査でも、Grocott 染色にて分枝を伴う真菌を認めたため、
側頭骨真菌症と診断した。抗真菌剤（VRCZ）の投与により、症状は速やかに改善した。

【考察】
肥厚性硬膜炎の原因は様々であるが、比較的稀な真菌感染に伴う症例を 2 例経験した。いずれ

の症例も、難治性中耳炎に伴う肥厚性硬膜炎を呈しており、OMAAV が鑑別疾患に挙げられる。
症例 1 では β-D グルカン、血清アスペルギルス抗原が、症例 2 では手術検体の細菌検査および病
理検査が診断に有用であった。OMAAV、特に ANCA 陰性例の診断の際には、ステロイド投与
の反応性を見ることもあるが、真菌感染であった場合、病態が悪化する可能性もある。安易にス
テロイドを投与せず、血清学的検査、病理学的検査を行い、場合によっては、抗真菌剤の診断的
投与も考慮する必要があると考えられた。
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インフルエンザ B 型発症後に生じた両側内耳炎の 1 例

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

はじめに急性中耳炎は耳鼻咽喉科の日常診療で比較的頻度の高い疾患であり、特に小児では臨
床所見と症状に応じてスコア化され、ガイドラインに基づいた診療が一般化されている。その反
面、成人発症の急性中耳炎に関しては、中耳から内耳に炎症が波及し感音難聴や激しいめまいを
きたす症例も散見される。急性中耳炎からの内耳障害は 1 ～ 2％とされるが、その中でもウイル
ス性中耳炎から内耳障害をきたしたとされる報告は少ない。今回我々はインフルエンザ発症後に
生じた両側内耳炎の 1 例を経験した。さらに文献的考察を加えて報告する。症例は 45 歳女性。
感冒症状で近医内科を受診し、迅速検査でインフルエンザ B 型と診断され、抗インフルエンザ
薬を内服した。4 日後（第 1 病日）、両耳痛と両耳閉感を自覚し、第 2 病日に近医耳鼻科を受診
したところ、両側中耳炎および両側感音難聴と診断され、第 3 病日に当院当科に紹介された。当
院初診時、鼓膜の軽度発赤を認め、中耳貯留液は認めなかった。注視および非注視下の眼振は認
めず、標準純音聴力検査（5 分法）で右 92.0dB、左 70.0dB の両側感音難聴を認め、両側急性中
耳炎から波及した内耳炎と診断し、外来での PSL0.5mg/kg/day 内服加療を開始した。第 5 病日
の再診時には自覚的聴力の改善を認めたが、純音聴力検査では右 74.0dB、左 55.0dB と軽度回復
に留まったため、入院での PSLmgkg/day からの漸減内服加療、および血漿増量剤とプロスタ
グランジン製剤の点滴加療、ビタミン剤と循環改善薬の内服加療に切り替えた。聴覚系の検査で
は、自記オージオメトリは両側 JergerII 型、SISI 検査は両側とも内耳補充現象は陽性であり、
両側の内耳障害を認めた。DPOAE も施行したが、両側とも反応の低下を認めており、心因性難
聴を示唆される所見は認めなかった。経過中、めまいの自覚は無く、前庭機能検査では注視・非
注視眼振検査、ENG 検査のいずれも異常所見は認めなかった。入院後側頭骨 CT では両側とも
鼓室内を含め異常陰影は認めず、内耳道精査目的で頭部 MRI を施行するも、明らかな頭蓋内病
変は認めなかった。第 14 病日の退院時には、右 62.0dB、左 33.0dB と著明回復を認め、外来で
のフォローアップを継続しており、発症 3 ヶ月経過時点では純音聴力検査で右 49.0dB、左
20.0dB まで改善を認めている。今症例では難聴発症直前にインフルエンザの罹患があり、我々
が渉猟し得た限りでは、今症例で内服した抗インフルエンザ薬での難聴の副作用報告はなく、イ
ンフルエンザウイルスによる両側内耳炎を引き起こしたことが示唆された。
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国内 2 例目の Candida Auris が検出された滲出性中耳炎症例

富田英莉香、野中　　学、近藤　律男、草間　　薫、瀬尾友佳子、立川麻也子、服部　　藍
東京女子医科大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】
Candida Auris は 2009 年に牧村らにより日本で初めて耳漏から検出された真菌である。
その後、世界的にも治療困難な多剤耐性菌として蔓延し、また院内感染の原因菌として問題に

なっている。本邦では 2009 年以降報告されていない。
今回、我々は他院にて滲出性中耳炎に対し鼓膜チューブ留置術を施行され、その後繰り返す耳

内感染にて当院を受診し、耳漏から Candida Auris が検出された 1 例を経験した。Candida 
Auris の症例報告は乏しいため、文献的考察を加え報告する。

【症例　46 歳 女性】
主訴：左耳漏・耳痛・耳閉感
既往歴：1 型糖尿病
現病歴：200X 年、左滲出性中耳炎に対し、他院で鼓膜チューブ挿入術を施行。定期通院を行なっ

ていたが、たびたび耳漏・耳痛を繰り返していた。転居に伴い当院にて糖尿病と滲出性中耳炎の
治療を開始するも、当科の通院は自己中断していた。201X 年、耳漏・耳痛・耳閉感が再燃し、
再診した。

再診時所見：左鼓膜に挿入された鼓膜チューブから、漿液性耳漏を多量に認めた。外耳道には
全周性の発赤とびらんがみられ、鼓膜チューブの周囲には肉芽が形成されていた。

治療経過：左滲出性中耳炎の急性増悪と判断し、耳漏の菌検査を提出し、オフロキサシン点耳
薬による治療を開始した。

耳漏の培養検査では、通常の検査方法で同定できず、詳細解析の結果 Candida Auris が検出さ
れた。薬剤感受性では多剤耐性を認めなかった。感染症科および感染制御部と協議を行い、
Candida Auris が耐性菌と成らないように、抗真菌薬は投与せずに局所の感染制御を行うことと
なった。その他、鼓膜チューブの抜去、徹底したスタンダートプリコーション－を行なった。

週 1-2 回の生理食塩水による耳洗浄と過酸化水素水による外耳道及び中耳の消毒を行っていた
が、治療開始 3 か月後の培養検査では Candida Auris は減少するも消失せず、治療に難渋してい
た。そこで MRSA 中耳炎の治療方法に準じ、生理食塩水での洗浄後にピオクタニン液を綿棒で
塗布する方法に変更したところ外耳道の発赤の改善を認めた。治療変更から 1 か月後の培養結果
では Candida Auris が検出されず、その後 3 回の培養結果でもすべて陰性であった。しかし、鼓
膜穿孔は自然閉鎖に至らず、今後鼓膜再生術を予定している。

【考察】
Candida Auris は酵母の中でも最も分離頻度の高い Candida 属に含まれる。抗真菌薬への耐性

メカニズムは不明であるが、自然耐性を持つとされる Candida Haemulonii と系統学的に近縁で
あることから、Candida Auris も同様に抗真菌薬の影響下で急速な遺伝子変異を生じ、耐性化す
る可能性が高いと考えられている。従って安易な抗真菌薬の投与は避けなければならない。

また、標準的な検査方法での同定が困難であり、誤って同定され、更なる耐性株を増やす要因
となっている。このため米国では院内でのアウトブレイクが報告されており、2016 年にアメリ
カ疾病予防管理センター（CDC）より注意喚起が行なわれた。

感染のリスク因子は、多くの真菌症と同様に糖尿病などの基礎疾患を有する患者、免疫抑制剤
を使用している患者、術後患者、中心静脈カテーテルなどの医療機器の使用患者などである。本
症例では既往歴に 1 型糖尿病があり、また 5 年以上鼓膜チューブが挿入されていたことで感染の
誘因となっていたと考えられる。

【まとめ】
Candida Auris 耐性を獲得しやすいことから、安易に抗真菌薬を使用することができない。
今回、我々は Candida Auris が検出された滲出性中耳炎に対して局所治療を行い、一時的に感

染の制御ができた。
今後、多剤耐性を示す Candida Auris が本邦で蔓延しないためにも日々の診療で注意すること

が必要である。
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耳性頭蓋内合併症の 2 例

本多　伸光 1、小川日出夫 1、本岡　太心 1、中村光士郎 1、高木　太郎 2

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

耳性頭蓋内合併症には髄膜炎、脳膿瘍、硬膜外膿瘍、静脈洞炎などがあり、適切な治療が遅れ
ると致死的な状態に陥る重篤な合併症である。近年、抗生剤の開発、普及に伴いその頻度は減少
してきているが、一方で薬剤耐性菌の出現などにより、今でもなお報告が散見され注意を要する
病態である。最近、耳性頭蓋内合併症の 2 症例を経験した。いずれの症例も手術治療および強力
な抗生剤投与、鼓室洗浄を行い良好な経過が得られた。本症例を報告し、診断と治療における注
意点について文献的考察を加えて報告する。

症例 1 は 64 歳男性で、1 週間前より食思不振があり横になって過ごすことが多かった。家族
が自宅に訪ねた際に、前日までは清明であった意識が明らかに不明瞭であることに気づき、救急
病院を受診した。前医で画像検査を行い左側頭葉脳膿瘍が指摘され、当院 3 次救急に搬送された。
生活歴は独居であり、既往疾患に糖尿病、統合失調症があった。意識状態はこちらの指示は入ら
ない状態であった。細菌性髄膜炎、左側頭葉脳膿瘍の診断のもと抗生剤投与による治療が開始さ
れた。画像所見より感染源として左乳様突起炎が指摘され当科に紹介された。救急医、脳外科医、
麻酔科医と協議の結果、初診時より意識レベル低下は認めるがバイタルサインは安定しており、
短時間の全身麻酔手術は可能と判断した。救急搬送 12 時間後に全身麻酔下に左乳突削開術を実
施した。手術前から明確な程度判定は困難であったが、左顔面麻痺を認めた。乳突削開すると易
出血性の肉芽組織と膿汁が充満しており、後鼓室開放を行って鼓室内病変を清掃したのち、乳突
削開部にドレーンを留置した。膿汁の細菌検査では Propionibacterium acnes が検出された。術
後 4 日間は挿入したドレーンから 2 回／日の鼓室洗浄を行い、排膿停止を確認して術後 8 日目に
ドレーンを抜去した。抗生剤投与はメロペンとバンコマイシンを手術前後に 14 日間、その後ペ
ニシリンを 14 日間静脈内投与したのちに退院までアンピシリン内服を継続した。術後 1 日目の
CT 検査で側頭葉膿瘍の著名な縮小が確認できた。一方、側脳室への膿瘍穿破が疑われる所見が
認められた。術後 5 日目の造影 MRI 検査では脳室炎、髄膜炎の所見は認められたが、膿瘍のさ
らなる縮小が確認できた。抗生剤治療を継続し、術後 2 週間目には意識の反応性も著名に改善し
てきた。リハビリを開始して保存的加療を行い、術後 47 日目にリハビリ病院に転院となった。
転院後は外来にて定期的な経過観察を行い、術後半年の時点で病変の再燃を認めず、顔面神経麻
痺は最終スコアが 20 点／ 40 点であった。

症例 2 は 51 歳男性で、右慢性中耳炎の精査加療目的に当科に紹介された。約半年前に発熱、
右耳痛、右難聴を自覚したが治療は受けず、その後も右耳漏を時々自覚していたが医療機関は受
診していなかった。既往疾患は特になく、糖尿病やステロイド剤の内服歴などの易感染性を示す
病歴もなかった。初診時、右外耳道入口部が腫脹して狭小化がみられ、右膿性耳漏を認めた。鼓
膜所見は全体が腫脹して前下象限にポリープが認められた。側頭骨 CT 検査で右鼓室から乳突蜂
巣にかけて軟部陰影がみられ、乳様突起外側の骨欠損が認められた。造影 MRI 検査では側頭骨
内に膿瘍形成を疑う所見が見られ、右 S 状静脈洞血栓症を認めた。以上より MRSA 中耳炎から
の乳突蜂巣内膿瘍、S 状静脈洞血栓症と診断し、可及的速やかに手術治療を行う方針とした。耳
漏の細菌検査で MRSA が検出されたため、手術 4 日前からバンコマイシンの点滴およびイソジ
ン生食での鼓室洗浄を行ったのち、全身麻酔下に右乳突削開術、後鼓室開放術、鼓室形成術を施
行した。乳突洞粘膜は易出血性で、S 状静脈洞付近に膿瘍形成が認められ、開放腔にドレーンを
挿入して、有茎側頭筋膜組織弁を翻転して充填した。術後 5 日間はバンコマイシン点滴を継続し、
経過良好にて術後 9 日目に退院した。術後まもなく右耳内は乾燥し、術後聴力は 4 分法で
17.5dB と実用聴力が保たれた。術後 9 カ月間、外来にて経過観察を行い、病変の再燃がないこ
とを確認した。
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内視鏡下に鼓室形成術と鼓膜チュービング、アデノイド切除術を 
施行した Freeman-Sheldon 症候群の一例

永田　　圭、三橋　亮太、三橋　拓之、梅野　博仁
久留米大学　耳鼻咽喉科

Freeman-Sheldon 症候群は 1938 年に整形外科医 Freeman と小児科医 Sheldon によって報告
された極めて稀な先天奇形の一種で、当初は Cranio-carpo-tarsal dystrophy として報告された症
候群である。その後 1953 年に同様の症例が報告され、Freeman-Sheldon 症候群と称されるよう
になった。顔面の特徴的な所見から “whistling face（口笛吹き様顔貌）” とも呼ばれている。今
回我々は全身麻酔下（経口挿管）に TEES で鼓室形成術と鼓膜チュービング、同じく内視鏡下
にアデノイド切除術を行ったので報告する。症例は 4 歳女児。本症例の特記すべき所見は、小口
症（口笛様顔貌）、開口障害、下顎後退、下顎骨低形成、耳介低位、長い人中、小眼球、眼瞼狭
小（両側内眼角形成・挙筋前転術術後）股関節開排制限、内反足、内転足、手指 MIP 関節伸展
障害等であった。約 cm 程度開口可能であったため、経口ファイバー挿管で気道確保を行った。
まず ϕ2.7mm 内視鏡を用いて右緊張部型真珠腫に対して鼓室形成術を施行した。ラウンドメスで
耳内皮膚切開を加え、meatal flap を形成した。耳内は両側ともに骨部外耳道で前壁・後壁の狭
小化を認めた。外耳道狭窄に対して ϕmm カッティングバーを用いて外耳道下壁から前壁の骨削
開を加えワーキングスペースを確保した。Incus long crus ～ stapes 上部構造は破壊されており、
incus body をコルメラとした 4-c 再建を施行した。さらに内視鏡下に対側鼓膜にチュービングを
行い、続いて左鼻腔内にネラトンチューブを挿入し、前方へ牽引することで口蓋垂を挙上させ、
アデノイドと軟口蓋との間にワーキングスペースを確保し、鼻腔内より ϕ2.mm 内視鏡を用いて
経鼻的にコブレーターでアデノイド切除を行った。今回内視鏡によるアプローチを選択したが、
ϕ2mm のカーブドバーを用いた外耳道の骨削開が可能であり、外耳道形成を行うことで十分な手
術視野を確保することが可能であった。通常のアデノイド切除では術後出血の際に気道確保に難
渋することが危惧されたが、コブレーターを使用することで術中術後ともに出血は少量であった。
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起立性調節障害の増悪に伴い聴力が変動する感音難聴の一例

真鍋　恭弘、徳永　貴広
真生会富山病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】急性感音難聴の原因が特定できない場合、ステロイド剤などで画一的に治療される
場合が多い。しかし、難聴の原因が特定できる場合は、原因に対する対応も検討しなければなら
ない。今回、起立性調節障害の寛解増悪に伴い聴力が改善、増悪する感音難聴症例に対し、起立
性調節障害の治療で聴力を改善できた症例を経験したので報告する。【症例】15 歳、女性主訴：
右難聴、耳鳴、立ちくらみ既往症：胸椎側弯症、片頭痛現病歴：体育の授業中に右難聴、耳鳴を
自覚し初診。聴力は正常で経過観察となった。3 日後に再診した際の聴力（図 1）は、右耳が初
診時よりは軽度低下していたものの正常聴力内であったため引き続き経過観察とした。20 日後、
右難聴、耳鳴が増悪。聴力検査にて低音障害型感音難聴を認めた（図 2）。初診時より起立性調
節障害を疑う症状（立ちくらみ、立位での気分不良など）もあったため、起立検査で血圧と脈拍
の変化を確認すると共に、自覚症状を詳しく確認し、起立性調節障害と診断した。治療経過：塩
酸ミドドリン、アデノシン三リン酸二ナトリウム、補中益気湯で治療を開始。改善が乏しく、治
療開始から 7 週後より、塩酸ミドドリンをメチル酸アメジニウムに、補中益気湯を苓桂朮甘湯に
変更したところ、起立性調節障害と共に聴力も改善し、治療開始から 4 ヶ月で聴力は正常となっ
た。しかし、その後、休薬で起立性調節障害が再燃すると聴力が悪化し、治療を再開すると聴力
も改善するということを繰り返すため、慎重に経過観察をしている。【考察】初診時に図 2 の聴
力で受診した場合は急性低音障害型感音難聴との鑑別が難しいが、初診時の聴力（図 1）から図
2 の聴力への変化は、同じ背景による聴力増悪とまず考えるべきである。そこで、初診時よりあっ
た起立性調節障害との関連を疑い、起立性調節障害の治療で聴力が回復することを期待した。
Ito1）らが低血圧による低音障害型難聴が低血圧の治療で改善したと報告していることも参考に
なった。【結論】急性低音障害型感音難聴はステロイド剤や利尿剤が投与されることが多いが、
本例のように低血圧を背景としている症例も存在することがあると考えられ、注意が必要である。
参考文献
 1）Ito F, Tanaka K, Kamada H: Vertigo secondary to hypotension. Auris Nasus Larynx 25: 

161–167, 1998.
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高位頸静脈球症の 2 例

榊原　　昭
あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院

【はじめに】高位頸静脈球は頸静脈球が、鼓室底部あるいは錐体部内側へ突出する状態であり、
突出する位置により外側型と内側型に分類される。外側型は、鼓膜への接触や、正円窓の閉塞な
どにより、伝音難聴や拍動性の耳鳴の原因となる。内側型は蝸牛小管、前庭水管、後半規管、内
耳道などに接することがあり、感音難聴やめまいの原因となり得ると考えられている。かつては
稀な疾患と考えられていたが、無症候性のものを含めるとその頻度は決して低くはないことが分
かってきている。最近、滲出性中耳炎に合併した、高位頸静脈球症の 2 症例に遭遇したので報告
する。

【症例 1】患者：85 歳、男性
主訴：両難聴
既往歴：高血圧、痛風、不整脈
現病歴：両難聴が出現したため、その翌日に受診した。
鼓膜所見：両側鼓室内貯留液を認めた。
聴力像：両側（右 56.7dB、左 53.3dB）の混合難聴。
ティンパノグラム：両側 B タイプ
経過：両滲出性中耳炎の診断のもと、右鼓膜を浅く切開したところ、拍動性に出血を認めた。

外耳道内の出血を吸引し、内視鏡にて確認したところ、切開創からの出血は停止していたが、鼓
膜後下象限に拍動する隆起を認めた（A）。コーンビーム CT にて、憩室を伴った高位頸静脈球
を認めた（B）。両滲出性中耳炎に対する保存的治療を行い、1 週間後の再診においては、再出血
は認められず、両側の鼓室内貯留液はほぼ消失、聴力も A-B gap は消失し、右 41.7dB、左
33.3dB まで改善した。

【症例 2】患者：3 ヶ月、男児
主訴：鼻漏。
既往症：特記事項なし。
現病歴と経過：鼻漏を主訴に受診したが、右鼓室内に滲出液貯留を認めたため、右滲出性中耳

炎として経過観察を行うこととした。その後も、右の鼓室内貯留液は遷延し、急性中耳炎も反復
して生じた。左側も、時に滲出性中耳炎と急性中耳炎を発症したが、右側に比して、頻度は少な
かった。生後 15 ヶ月の某日に受診した際、両側の鼓室内貯留液は消失しており、初めて右鼓膜
後下象限に接する白色のドーム状の構造物に気付いた（C）。確定診断のため CT を施行したと
ころ、右高位頸静脈球症を認めた（D）。過去の鼓膜画像を確認したところ、生後 5 ヶ月の時点
では既に高位頸静脈球と思われる病変が存在していた。

【考察】滲出性中耳炎に合併した高位頸静脈球症は、滲出液によって隠蔽されやすく、鼓膜切開
などの際には特に注意を要すると考える。
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両側アブミ骨動脈遺残の一症例

笹野　恭之、谷口雄一郎、稲垣　太朗、肥塚　　泉
聖マリアンナ医科大学　耳鼻咽喉科

【はじめに】　アブミ骨動脈は胎生期に内頸動脈より発生し、胎生 10 週に消失する。遺残の発生
率は非常に低く、報告のほとんどが一側性である。アブミ骨動脈遺残は、原因不明の伝音難聴に
対しての試験的鼓室開放術や、耳硬化症と診断しアブミ骨手術が行われた際に偶然的に発見され
ることが多いが、近年 CT での評価が報告されている。今回我々は両側のアブミ骨動脈遺残の一
例を経験したため、少々の文献的考察を加えて報告する。

【症例】　27 歳女性、幼少期より両側難聴があり両側補聴器を装用していた。父親方に難聴の家
族歴があった。難聴の進行を認めたため前医を受診し、CT で両側耳小骨奇形を疑われ、当院紹
介となった。受診時、鼓膜所見は両側正常、耳介奇形や外耳道狭窄は認めなかった。平均聴力（4
分法）で右 57.5dB、左 75.0dB で両側混合難聴を認め、ティンパノグラムは両側 A 型、耳小骨筋
反射は両側無反応であった。術前の CT では耳小骨連鎖は異常なく、アブミ骨の前脚が通常より
太く描出され、顔面神経の走行異常を伴っていた。前庭窓周囲の明らかな脱灰像は認めなかった。
以上の所見から中耳奇形、特に先天性アブミ骨固着を疑い、左アブミ骨手術を施行した。内視鏡
下に耳内切開を置き、鼓膜を全層で剥離しアブミ骨周囲を観察した。その際にアブミ骨前後脚の
間を走行するアブミ骨動脈と、アブミ骨の固着およびキヌタ骨の変形を認めた。キヌタ・アブミ
関節を離断したのち、アブミ骨脚を切断した際に、アブミ骨動脈より出血を認めたが、圧迫によ
り止血が得られた。アブミ骨動脈は温存したまま開窓し、ワイヤーピストンを挿入してキヌタ骨
長脚と連続した。術後にめまい・吐き気、右定方向性眼振を認めたため、ステロイドの漸減投与
を行った。術後 2 日でめまい・吐き気は改善し、その後の経過は問題なく退院となった。術後聴
力は 2 ヶ月後に左 23.6dB まで改善した。右側の手術希望もあったため、側頭骨造影 CT を施行
した。CT では右外頸動脈の分枝より頸静脈孔から側頭骨内に連続する血管を認め、棘孔の欠損・
顔面神経管鼓室部から迷路部の拡大があり、右側でもアブミ骨動脈遺残の所見を認めた。今後右
側に関しても手術予定である。

【考察】　アブミ骨動脈遺残の発生頻度は 0.02~0.48% と極めて稀である。術前での診断は困難で、
術中に偶然的に発見されることが多い。本症例でも両側の中耳奇形・先天性アブミ骨固着と考え、
手術を施行し発見した。近年では造影 CT がアブミ骨動脈遺残の評価に有用であるとの報告があ
り、典型的な所見として 1. 内頸動脈から分岐する小管構造、2. 棘孔の欠損、3. 顔面神経水平部
の拡大、4. 鼓室岬角上の脈管構造物などがある。本症例の右側では典型的な所見の 2 から 4 を満
たしていた。1. に関しては内頸動脈ではなく外頸動脈から連続性を認め、Hitier らの提唱するア
ブミ骨動脈遺残の分類のうち、Pharyngo-stapedial artery pattern であると考えられた。また我々
は造影 CT を用いて 3D 構築を行い、血管と顔面神経、耳小骨の位置関係をより明瞭にした。こ
の技法は今後の CT 評価および手術にも有用であると考えられる。

【結語】今回我々は両側アブミ骨動脈遺残の一例を経験した。アブミ骨動脈遺残は頻度が低く術
前の診断は難しいが、疑った場合は造影 CT 施行することが望ましいと考える。
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左高位頸静脈球による混合性難聴症例

島田　茉莉 1、島田　茉莉 1、佐々木　徹 1、中村　謙一 1、伊藤　真人 1,2

1 自治医科大学　耳鼻咽喉科、2 自治医科大学　小児耳鼻咽喉科

正円窓閉鎖症は極めて稀な側頭骨の形態異常であり、伝音難聴主体の混合性難聴をきたすとの
少数の報告がみられる。特発性の症例報告もあるが、高位頸静脈球に伴う症例の報告が散見され
る。高位頸静脈球はしばしば見られる側頭骨内の頸静脈走行異常であるが、発生学的には右側に
多いことが知られている。上方への変異が強いと、正円窓窩を圧排して正円窓閉鎖症をきたすこ
とがある。今回我々は、左側に高位頸静脈球を認め混合性難聴を呈した症例を経験したので、そ
の診断と対応について若干の文献的考察を加えて報告する。【症例】15 歳男性【現症】　特に幼
少期に耳疾患の既往はなかった。13 歳ころから左難聴を自覚し、14 歳時に精査目的に当科を紹
介受診した。初診時両側鼓膜所見は正常であった。既往歴として、Crouzon 病に対し、4 歳時に
頭蓋骨形成術を施行している。【検査】　純音聴力検査では、平均聴力レベル 35dB の左混合性難
聴を認めた。あぶみ骨筋反射は左で消失していた。側頭骨 CT では左高位頸静脈球を認め、左蝸
牛窓閉鎖が疑われた。【考察】　高位頸静脈球に伴う伝音難聴の機序としては（1）鼓膜に接触（2）
耳小骨に干渉（3）正円窓閉鎖の 3 つが挙げられ、多くは、低 ~ 中音域にかけ軽度のいわゆる
stiffness curve 型の伝音難聴を認める。高位頸静脈球が蝸牛内側上方に進展し感音難聴をきたす
ものもある。診断には側頭骨 CT スキャンが一助となるが、多くの症例では術中に診断が確定し
ており、聴覚生理検査と画像検査のみでの確定診断はまだ確立していない。また、正円窓解放術
による聴力改善も限定的といわれており、一般的には手術加療は積極的には行われていない。正
円窓閉鎖症の、聴覚検査等による確定診断の可能性と、手術適応等の対応について考察する。
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非典型的な形態異常を示した内耳奇形の 1 症例

穐吉　亮平、栃木　康佑、井原伽奈子、蓮　　琢也、田中　康広
獨協医科大学　埼玉医療センター　耳鼻咽喉科

【はじめに】
内耳奇形とは先天的に内耳の形態異常を呈する疾患群を指し、先天性難聴の約 20％を占める

と言われている。原因は胎生期における内耳の発生学的な形成異常であると考えられており、こ
れまで Ormerod（1960 年）、Schuknecht（1974 年）、Sando ら（1979 年）によって病理組織学
的な分類法が報告されてきた。一方で、Jackler ら（1987 年）は臨床画像に基づいた内耳奇形の
分類を報告し、さらに Sennaroglu ら（2002 年、2010 年）はそれを修正し内耳道まで含めた詳
細な分類法を提唱した。画像診断学の発展により、今後さらに詳細な内耳形態の所見に関して従
来の分類法には合致しない症例の報告も増えてくることが予想される。

今回われわれは、片側性難聴を主訴に当科を受診し、CT および MRI で非典型的な形態異常
を示した片側性内耳奇形の 1 例を経験したので文献的考察を加え報告する。

【症例】
7 歳 3 か月　女児
主　　訴：左難聴
現病歴：6 歳頃までは特に自覚症状は認めなかったが、6 歳 11 か月頃に左難聴を自覚し近医耳

鼻咽喉科クリニックを受診した。純音聴力検査で左聴力閾値の上昇を認め、その後改善なく精査
加療目的に当科を紹介受診した。

既往歴・家族歴：なし
身体所見：めまい－　頭位変換眼振－　顔面神経麻痺－　髄膜刺激症状－
検査所見：純音聴力検査 右 6.3dB　左スケールアウト　　歪成分音響放射（DPOAE） 右反応

＋左反応－　聴性脳幹反応（ABR）右反応＋左反応－
CT・MRI 所見：右内耳に異常認めず　左側蝸牛の高度低形成 上半規管のやや不規則な拡張 

内耳道の高度狭小化あり　
以上から、左内耳奇形（蝸牛低形成・上半規管低形成・内耳道狭窄）による左重度感音難聴と

診断した。
【考察】

内耳奇形は発生学的な内耳の形成時期によって様々な形態異常を示すと考えられている。本症
例では CT および MRI による画像所見により蝸牛の低形成・上半規管の形成不全を認めたが、
内耳の発生時期を考慮すると外側半規管が最も侵されやすく非典型的な形態異常と考えられた。
また、これまでの報告で上半規管特異的な形成不全は報告がなく、発生学的な内耳の発達停止の
時期からではその病態を説明することは困難であった。今後、より詳細な画像診断によりこのよ
うな非典型的な症例に対して遺伝子変異など何らかの内的要因の検討や病態生理学的な機能面か
らの検討が期待される。

【謝辞】
本症例の画像診断にあたり御協力をいただいた東京慈恵会医科大学放射線医学講座 尾尻博也

先生に深謝いたします。
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ベーチェット病に伴う反復性難聴に 
抗 TNFα 抗体製剤アダリムマブが奏功した 1 例

志津木　健
苫小牧市立病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】ベーチェット病は、口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍、皮膚症状、ブドウ膜炎など眼
症状、外陰部潰瘍を主症状とする疾患である。感音難聴の合併については、厚生労働省の診断基
準に記載はないが、国内外で報告がある。その中には、急性増悪を繰り返し、ステロイドが一定
の効果を認めるも、難聴が進行していく難治例も少数存在する。他方、関節リウマチ、クローン
病、潰瘍性大腸炎、ベーチェット病などの自己免疫疾患には、生物学的製剤が導入され、その治
療が一変している。そのひとつが抗 TNFα モノクローナル抗体製剤である。同じ感覚器の眼科
領域でもブドウ膜炎治療に変革をもたらし、失明を回避できる症例が増えている。一方、抗
TNFα 抗体製剤が自己免疫疾患に伴う難聴にも効果があったとする報告は、海外では増えている
ものの、国内ではいまだ少ない。今回我々は、抗 TNFα 抗体製剤アダリムマブ（商品名ヒュミラ）
導入によって、反復性難聴で増悪した聴力が著しく回復した症例を経験したので、これを報告す
る。【症例】患者は 59 歳女性。ブドウ膜炎、口腔内アフタ、陰部潰瘍などの症状で 2011 年に当
院内科受診し、不全型ベーチェット病と診断され定期通院していた。当科では、2014 年～ 2016
年の 3 年間で左右 2 回ずつ 40 ～ 60dB（四分法）の感音難聴を繰り返し、その都度プレドニゾロ
ンで治療した。投薬への反応は良好で、右 17dB、左 13dB まで回復していた。2017 年には 2 度
の左感音難聴を発症。ヒドロコルチゾン 500mg からの漸減点滴により左 62dB から 27dB まで改
善したものの、ブドウ膜炎に続発する緑内障の眼圧上昇、視力低下をきたし、眼科で点滴入院加
療を受けるに至った。2018 年に入り 3 度の左感音難聴増悪をきたしたが、緑内障を考慮してプ
レドニゾロン 30mg からの漸減投与にとどめたところ、回復不良で左 67dB まで悪化した。ここ
でブドウ膜炎悪化もあり内科にてアダリムマブが開始された。その後、導入から 1 か月で中低音
域を中心に左 25dB まで著明回復している。【考察】今回の難聴は SISI 検査で補充現象陽性が見
られた点から内耳性と推測される。治療によって可逆性が見られた点は、有毛細胞の不可逆的障
害以外の病態を示唆する。ベーチェット病の基礎的病態については、自己炎症疾患のひとつとし
て反復する血管炎の関与が注目されている。ひとつの仮説は、眼球におけるブドウ膜と同様に、
蝸牛において豊富な血流を受ける血管条などに反復する血管炎を生じ、聴力低下を招いた可能性
がある。ただし、ベーチェット病で今回のように難聴が高度化する例は少なく、血管炎が蝸牛機
能低下に至る過程はもう少し複雑なのだろう。今回アダリムマブによって著明な聴力回復を認め
たが、今後は自宅での皮下自己注射継続により難聴反復が長期的に予防できるか経過観察を継続
する。【謝辞】本報告にあたり、ご協力いただきました苫小牧市立病院内科の浄土智先生、渡邉
俊之先生に深謝いたします。
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術前にグロームス腫瘍が疑われた中耳カルチノイド腫瘍の一例

浜崎　泰佑、平野康次郎、水吉　朋美、洲崎　勲夫、時田江里香、小林　一女
昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

カルチノイド腫瘍は主に消化管、気管に発生する原腸由来の臓器から発生する神経由来腫瘍で
ある。カルチノイド腫瘍の中耳での報告例はまれであるが、中耳に腫瘍を認める事は少ないため、
中耳の腫瘍性病変では念頭に置く必要がある。

今回、術前にグロームス腫瘍を疑わせる所見があり、術後の病理診断で中耳原発のカルチノイ
ド腫瘍と診断された症例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。

症例は 53 歳の男性である。主訴は左難聴、左拍動性耳鳴だった。10 年前より左難聴を自覚し、
1 年前に左拍動性耳鳴を自覚した。健康診断で左難聴を指摘され近医受診し、鼓膜所見上、中耳
腫瘍が疑われたため X 年に当科を紹介受診した。左鼓膜に拍動性の赤色腫瘤を認め、グローム
ス腫瘍が疑われた。側頭骨単純 CT では鼓室内に限局する軟部組織陰影を認めた。造影 MRI で
は造影 T1 強調像で均一の造影効果を呈し、グロームス腫瘍と考えられる画像所見を得た。X+4
カ月、腫瘍血管の塞栓術、外頸動脈の TAE を行い、翌日に中耳腫瘍摘出術を施行した。周囲に
癒着はなく、Jacobson 神経から離れた下鼓室後壁に基部を認めた。摘出腫瘍の病理診断はカル
チノイド腫瘍であった。追加で全身造影 CT、消化管内視鏡検査を行ったが、他部位にカルチノ
イド腫瘍は認めなかったため、中耳原発のカルチノイド腫瘍と診断した。

近年、消化器の WHO 分類からカルチノイド腫瘍という分類はなくなり、2010 年からは
MIB-1 染色による Ki-67 指数によって神経内分泌腫瘍 NET G1（NET; neuroendocrine tumor）、
NET G2、神経内分泌癌と大きく 3 つに分類される。しかし、頭頸部での分類はいまだ変更され
ておらず、臨床的にはカルチノイド腫瘍の呼称がまだ広く使われているが、今後徐々に消化器
WHO 分類に従って統合されていくものと考える。

中耳カルチノイド腫瘍は、性差はなく、年代は幅広くみられる。主訴は難聴の訴えが最も多く、
次いで耳閉感、耳痛、耳鳴、耳漏、頭痛、稀なものとしては顔面神経麻痺や不定愁訴・体重減少
などがある。顔面紅潮や心悸亢進といったいわゆるカルチノイド症候群がある症例はなく、本症
例も認めなかった。鼓膜所見は正常鼓膜を通して腫瘤を透見できた症例が多く、腫瘤に関しても
白色、灰白色、赤色、暗紫色と様々である。他にも鼓膜の発赤、腫脹、を認めた症例や鼓膜の肥
厚した症例、鼓膜穿孔があり中耳鼓室内に腫瘤を認めた症例、外耳道に腫瘤を認めた症例も報告
がある。聴力像は多くに伝音難聴を認め、感音難聴や混合難聴になる症例も認めた。

本症例では左鼓膜に拍動性の赤色腫瘤を認め、側頭骨単純 CT で鼓室に限局する軟部陰影を認
め、造影 MRI では造影 T1 強調像で均一の造影効果を呈したことより、グロームス腫瘍を疑っ
たが、カルチノイド腫瘍は様々な病態を呈すため、中耳腫瘍を認めた場合は念頭に入れておかな
ければならないと考える。

治療方法としては、手術による摘出が多く報告されており、摘出術後に放射線治療が施行され
ている症例も見られたが、化学療法や放射線は基本的には無効で、腫瘍を一塊とした全摘出術が
最良の治療法と考える。過去の報告では中耳カルチノイド腫瘍の骨破壊や浸潤性は低く、他部位
のカルチノイド腫瘍と異なり良性腫瘍に近い性格を持つといわれてきた。しかし、近年ではリン
パ節転移、遠隔転移例が複数報告されている。診断から転移再発までの平均期間は 14.1 年と非
常に長く、転移症例と病理学的悪性度の相関に乏しいと報告されている。そのため、中耳カルチ
ノイド腫瘍はこれまで言われてきたよりは高い悪性度を持つ可能性がある。

以上より、本症例でも今後の経過観察について十分注意を要すると考える。中耳カルチノイド
腫瘍は症例の蓄積が少なく長期成績の報告もないため、標準的な治療や経過観察の方針が確立さ
れていないことを念頭に置き、個々の症例で慎重に方針を検討する必要があると考える。
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手術的加療にて改善した 
側頭骨原発 PMT（Phosphaturic Mesencymal Tumor）症例

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

Phosphaturic mesenchymal tumor（リン酸塩尿性間葉系腫瘍）はリンの尿中排泄を促進する
FGF-23（fibroblast growth factor 23）を分泌する腫瘍であり、それによる慢性的な低リン血症
を来し、腫瘍性骨軟化症（TIO: Tumor-induced osteomalacia）の原因となる比較的稀な疾患で
ある。昨年我々は側頭骨に発症した PMT を耳後法により減量手術を行った症例を本学会で報告
した。術後、患者の ADL の改善は得られたが、臨床所見の改善が認められなかったため、さら
に根治的手術を行い良好な結果が得られたため報告する。症例は 65 歳男性。2 年前より多発骨痛、
病的骨折あり、1 年前 TIO を疑われ当院整形外科紹介となった。整形外科受診時、腰椎、仙骨、
肋骨、左肘に多発病的骨折が認められ、さらに全身骨痛によりベッド上での体位交換も困難であっ
た。当院整形外科にて種々検査が施行され、血中リン低値、FGF23 高値、全身 CT・骨盤内
MRI では左側頭骨部に腫瘍性病変を認めるのみであった。左側頭部の腫瘍が責任病巣と疑われ、
2017 年初旬に当科紹介受診となった。当初腫瘍は内頸動脈管、耳管、頸静脈孔、内耳まで伸展
が疑われ手術による完全摘出は困難と判断した。整形外科医より減量のみでも症状の改善がみら
れることがあるとのことで、初診から 3 ヵ月後に耳後法にて手術を行った。腫瘍は非常に易出血
性で内部に骨新生を含み、広範な骨破壊を伴っていた。可及的に腫瘍を摘出し、後方は S 状静
脈洞および後頭蓋硬膜、上方は中頭蓋硬膜が露出するまで、前方および深部は顔面神経水平部が
露出、腫瘍は岬角を破壊し、蝸牛内へも進展していた。鼓室の前下方は頸動脈管や内頸静脈周囲
の骨破壊もあり、拍動性出血が認められたため、そこまでの切除とした。術後ベッド上より車イ
スへの移乗が可能となり、ADL の改善は認められたが血中リン値の上昇は認められず、画像上
も腫瘍の残存・再増大が認められた。追加治療として定位放射線治療等も考慮したが、患者本人
の手術治療への強い希望もあり、当院脳神経外科と相談の上、初回手術より約 10 ヵ月後に拡大
手術を行うこととした。手術は脳外科開頭手術に準じて側臥位・3 ピン固定で行った。前回の乳
突削開に加えて側頭開頭を行い、乳突部の残存腫瘍および肉芽組織を除去し、さらに残存骨を削
開し、頸静脈孔まで削開した。顔面神経第 2 膝部付近は腫瘍の浸潤が強く、内耳骨包含めた周囲
骨破壊が著明であった。顔面神経水平部は腫瘍浸潤が認められたが、今回は完全切除を目指して
いたため、神経ごと切除することとした。内耳腔内部にも腫瘍が進展していた。さらに前方に腫
瘍切除を進めると内頸動脈が露出していた。深部は内耳道周囲に腫瘍が充満しており、内耳道硬
膜から腫瘍を剥離切除した。肉眼的腫瘍はほぼ取りきれたと思われ、内耳道硬膜縫合、腹部皮下
脂肪を充填し、側頭骨骨板をプレート固定して手術終了とした。術後顔面神経麻痺は残ったが、
その他脳神経症状もなく、創部の経過も良好であった。手術直後より血中リン値の上昇がみられ
はじめ、術後 6 日で正常値となった。術後 2 週間では血清 FGF23 値は著明に低下し、退院となっ
た。現在患者は長期のベッド上、車いす生活および多発骨折のためリハビリ治療を要しているが、
全身痛は消失し、整形外科で施行した単純 Xp 画像で骨折部に骨新生が認められてきている。側
頭骨に発症する PMT は稀であると思われるが、全身どこでも発症しうると思われる。側頭骨な
ど根治的手術が困難である部位であっても、FGF23 は少量でも TIO を引きおこしうるため、で
きるだけ全摘を目指した手術を行うことが必要であると本症例を経験し、考えられた。
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側頭骨 chondroblastoma の一例

淵脇　貴史、青井　典明、川内　秀之
島根大学　医学部　耳鼻咽喉科

軟骨芽細胞腫（chondroblastoma）は、小児の長管骨骨端部に好発する良性骨腫瘍である。発
生頻度は良性骨腫瘍の 3％と比較的まれで、頭蓋骨に発生する場合、側頭骨が最も多く、軟骨芽
細胞腫の 7％を占める。軟骨芽細胞腫の好発年齢は 10 ～ 20 代であるが、側頭骨に発生した症例
は平均 30 ～ 40 代で、25 歳以下はまれであり、好発年齢が高いことが知られている。男女比は 2：
1 と男性が多い傾向にある。初発症状はほとんどが疼痛であるが、側頭骨に生じる軟骨芽細胞腫
の症状は多彩で、難聴、耳鳴、開口障害、頬部腫脹、耳閉感、顎関節痛の他、めまい、側頭部痛、
頭痛、耳痛、顔面不随意運動、顔面神経麻痺、嘔吐、頬部違和感などがある。診察所見で最も多
くみられるのは外耳道の隆起性病変である。CT では骨破壊像、増大する腫瘍像と内部石灰化が
特徴的である。MRI では T1 強調画像で低信号、T2 強調画像で低～高信号を示し、Gd-DPTA
による造影効果をみる場合も多い。治療法は手術、放射線、凍結療法、ガンマナイフなどが行わ
れてきたが、最も基本的な治療は手術による摘出である。全摘できれば再発することはほとんど
なく予後良好な良性腫瘍であるが、解剖学的構造や機能障害などを考えたとき、側頭骨病変は全
摘出が困難な場合が多く、掻爬術を行ったとの報告もある。再発率が高い掻爬術に関しては症例
が少なく、予後については不明である。組織学的には破骨細胞型多核巨細胞と円形または多角形
の軟骨芽細胞様細胞で構成される細胞密度の高い比較的未分化な組織を特徴とし、網目状の石灰
化巣を伴った軟骨性の間質（chicken wire calcification）を伴う腫瘍である。出血巣形成などの
二次性の変化の強い場合、腫瘍細胞の細胞質内にヘモジデリン沈着が観察されることもある。
S-100 蛋白は軟骨芽細胞腫の腫瘍細胞の細胞質に認められるが、骨巨細胞腫や軟骨肉腫では腫瘍
細胞および間質に認められないため、鑑別診断に有用である。今回我々は、側頭骨に発生した軟
骨芽細胞腫を経験したので報告する。症例は 73 歳女性、数年前より右耳痛、耳閉感にて近医外
来経過観察されていたが最近になり耳痛の増悪を自覚し当科紹介となった。局所所見として右外
耳道内に拍動性皮下腫瘤を認めた。標準純音聴力検査にて左 28.8dB、右 103dB（骨導 55dB）の
混合性難聴を認めた。CT にて右鼓室から中耳、外耳道内に軟部組織陰影を認めるが明らかな骨
欠損、頭蓋内との交通、半規管瘻孔、石灰化像は認めなかった。MRI はペースメーカ植え込み
のため撮影できなかった。全身麻酔下に鼓室形成術を施行した。外耳道の腫瘤を摘出し、迅速診
断に提出したが悪性ではないものの判定不能であった。乳突洞を削開すると炎症性肉芽を認め、
乳突洞孔から鼓室内に非常にもろく易出血性の腫瘍を認めた。外耳道後壁を削除し、ツチ骨、キ
ヌタ骨を腫瘍と一緒に摘出した。可及的に腫瘍を摘出、掻爬したのち、アブミ骨頭にコルメラと
したキヌタ骨をのせ、筋膜を underlay し、フィブリン糊で固定した。術後数日めまいがあった
が改善し、3 週間で退院した。病理所見にて軟骨への分化を伴う小型の核を持つ腫瘍細胞の単調
な増生を認めた。核の異型は比較的軽度で、核分裂像もほとんどなく、軟骨への分化のある部分
は S-100 が陽性で、軟骨への分化のない腫瘍細胞は S-100 蛋白、caplonin、αSMA 陰性であった。
Mib-1 index も低値であった。部分的に Chicken wire 状の石灰化も見られ、軟骨芽細胞腫と診
断した。術後経過観察しているが耳痛も改善し、耳内外耳道の腫脹はなく、CT で軟部組織陰影
は残存あるも骨破壊等病変の拡大無く経過は良好である。軟骨芽細胞腫は完全摘出できれば再発
することはほとんど無いが、掻爬例は再発することがあるので現在定期的に経過観察を行ってい
る。放射線感受性は高いが肉腫への悪性転化する症例もあり、術後照射は原則行わず、手術不能
例に行うべきと考えられている。
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側頭骨小細胞癌症例

成尾　一彦 1、大山　寛毅 2、堀中　昭良 1、北原　　糺 2

1 奈良県総合医療センター　耳鼻いんこう科、2 奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳鼻咽喉・頭頸部外科領域の悪性腫瘍で小細胞癌の報告も近年増加しているものの稀であり、
特に側頭骨ではほとんど報告がない。幼少時より慢性中耳炎が続いて症例で、外耳道狭窄と顔面
神経麻痺が生じ、側頭骨小細胞癌との診断に至った症例を経験した。

〈症例〉
【主訴】右顔面神経麻痺
【現病歴】幼少期から右耳漏が持続し、右慢性中耳炎の診断で、耳鼻咽喉科を通院していた。
201X 年 Y 月下旬右外耳道狭窄を指摘され、その数日後より右顔面神経麻痺が生じた。かかりつ
け耳鼻咽喉科診療所から某総合病院耳鼻咽喉科に紹介となった。同病院で約 1 か月抗菌薬など治
療をうけるも改善なく、CT で真珠腫性中耳炎を疑われ 201X 年（Y+2）月はじめに当院紹介となっ
た。当院初診時、右耳漏や耳痛、めまいはなかった。

【既往歴】胆のう摘出後、B 型肝炎ウイルスキャリア
【現症】右外耳道後壁が腫脹し鼓膜は確認できなかった。顔面神経麻痺スコアーは 40 点満点中 6
点であった。

画像検査所見：CT では右中鼓室、上鼓室、乳突蜂巣、外耳道に及ぶ広範囲な軟部組織陰影が
あり、外耳度後壁、後頭蓋窩、中頭蓋窩に骨破壊像を認めた。MR で、同部位の陰影は T1 強調像、
T2 強調像共に中等度の信号を示し、拡散強調像では高信号であった。造影 MRI では、上記領域
に比較的明瞭な増強がみられ、腫瘤全体が均一に造影されていた。拡散強調像で高信号の領域は
異常増強を示していた。画像所見からは、リンパ腫などの小円形細胞系の腫瘍、あるいは炎症性
偽腫瘍の可能性が示唆された。PET では右乳突部に異常集積を認めた。

悪性腫瘍、真珠腫性中耳炎など想定し、初診時より 11 日目に全身麻酔下に右外耳道ならびに
乳突部より組織生検を施行した。乳突洞内の組織は易出血性で柔らかく、迅速病理では
malignant small round tumor が疑われた。HE 染色で、比較的細胞質に乏しい小型細胞のびま
ん性増生がみられ、免疫染色の結果、小細胞癌の診断となった。

【治療経過】限局型肺小細胞がんに準じて、化学放射線治療（CDDP ＋ VP-16 に放射線治療を併用）
を施行した。Grade4 好中球減少も生じたが、支持療法で回復し CDDP+VP-16 を 3 クール、放
射線治療 66Gy 施行した。201X 年（Y+6）月に退院となった。

退院約 3 週間後に突然、嘔気、頭痛を自覚した。造影 MR で癌性髄膜炎、水頭症と診断された。
その後徐々に全身状態が悪化、（Y+8）月に永眠した。

〈考察〉
側頭骨悪性腫瘍は症例数も少なく、組織型も扁平上皮癌が多くを占め、小細胞癌は極めてまれ

である。側頭骨以外の耳鼻咽喉科領域では、小細胞癌の報告は最近散見されるようになったもの
の少数である。まず、本症例において、診断に関して、当科初診時に、すでに顔面神経麻痺が生
じており悪性疾患を念頭におくことができたが、長期にわたり慢性中耳炎としてフォローしてい
る場合、悪性疾患を念頭におくことは難しい。聴器がんでは難治性の外耳炎や中耳炎が背景にあ
ることも多く、保存的治療で改善しない炎症では悪性疾患の鑑別も必要であると再認識させられ
た。

側頭骨小細胞癌の治療については、稀少なゆえに標準的治療は確立されていない。本症例では
肺小細胞癌に準じた治療を選択することになった。残念ながら癌性髄膜炎で一次治療終了 2 か月
後に永眠した。化学療法中すでに髄膜播種していた可能性もあり、不幸な転帰を辿った。
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早期外耳道癌に対する治療のメタアナリシスと当科での現状

宇野　敦彦 1、大矢　良平 1,2、竹中　幸則 1,3、坂田　義治 1,4

1 大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
2 大阪大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、3 関西メディカル病院、4 県立西宮病院

外耳道癌は稀な疾患のため、高いエビデンスに則った標準治療は未だ確立されていない。外耳
道癌の多くを占める扁平上皮癌に関し、特に早期癌（修正 Pittsburg 分類による T1N0M0：
Stage I および T2N0M0: Stage II）の治療について、過去の文献からメタアナリシスを行い 1）、
また当科での治療の現状を報告する。

2006 年から 2016 年までの論文を検索し、基準に沿って選択した。早期外耳道扁平上皮癌の 5
年全生存率（OS）は、20 文献 170 症例の集計値分析で、77.3%（95%CI: 68.8-84.1%）であった。
症例プロファイルが明らかな 18 文献 99 症例についてさらに分析を進めると、Stage I（59 例）
と Stage II（40 例）の 5 年 OS は 86％と 79％であった。治療法として手術が選択された例が多
く 85 例、放射線単独治療が 14 例であった。手術例のうち 39 例に術後放射線治療（PORT）が
行われており、手術法は 65 例が外側側頭骨切除術（LTBR）であった。手術治療群と放射線単
独治療群での 5 年 OS に有意差は検出されなかった。手術治療群のうち、全体としては PORT
を行なった群と行わなかった群で OS に有意差は検出されなかったが（図 A）、Stage I では
PORT 群で OS は有意に高かった（図 B）。

当科で 2009 年から 2017 年に診断した外耳道癌は 14 例あり、13 例が扁平上皮癌であった。早
期扁平上皮癌 6 例のうち、5 例が LTBR ＋ PORT、1 例は放射線単独で治療した。LTBR ＋
PORT の 1 例は他因死、1 例はリンパ節再発に頸部郭清術を行なった。

早期外耳道癌治療について、放射線単独治療に対する手術の優位性は確立していないが、手術
が選択されている施設が多い。早期癌であっても PORT は効果が期待される。

 1）Oya R, Takenaka Y, Takemura K, Ashida N, Shimizu K, Kitamura T, Yamamoto Y, Uno A: 
Surgery With or Without Postoperative Radiation Therapy for Early-stage External 
Auditory Canal Squamous Cell Carcinoma: A Meta-analysis. Otol Neurotol 38: 1333–1338, 
2017. 
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中耳に発生した Solitary fibrous tumor 症例

立山　香織 1、浜田　昌史 2、川野　利明 1、藤永　真希 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 東海大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】Solitary fibrous tumor（以下 SFT）は胸膜に発生することの多い、未分化間葉系腫
瘍である。頭頸部領域では、鼻副鼻腔、口腔、頸部などへの発生が報告されているが、中耳に発
生した SFT は我々が渉猟しえた範囲ではこれまで報告がない。今回、中耳に生じた SFT に対し、
手術による摘出を行い良好な経過を得たので報告する。【症例】51 歳女性主訴：左難聴。現病歴：
当科初診 5 ヶ月前より左難聴出現し、近医耳鼻科にて左滲出性中耳炎として保存的加療行われる
も症状の改善を認めなかった。当科初診 2 ヶ月前、左鼓膜切開施行されるも出血のみで中耳貯留
液が採取されず、疼痛も強くチューブ留置は困難であった。MRI にて中耳グロームス腫瘍が疑
われ、精査加療目的に当科紹介となった。初診時所見：鼓膜所見は、左鼓膜後象限に暗赤色の拍
動性腫脹を認めた。側頭骨造影 CT、造影 MRI にて、鼓室から上鼓室、乳突洞内に強く造影さ
れる腫瘤性陰影を認め、乳突蜂巣全体に軟部陰影が充満していた。純音聴力検査（4 分法）にて、
右 21.3dB、左 46.3dB の左伝音難聴（気骨導差 30-50dB）を認めた。血管造影では、左上鼓室か
ら乳突洞内に腫瘍濃染像を認め、栄養血管として浅側頭動脈起始部から分岐する前鼓室動脈、中
硬膜動脈の petrosal branch から分岐する上鼓室動脈、下鼓室動脈の関与が考えられた。Feeder
はそれぞれ吻合し、選択造影に逆行して他の feeder が描出され非常に vascularity の高い病変で
あった。経過：術前血管塞栓は行わず、中耳腫瘍摘出術を施行した。耳後部切開にて外耳道鼓膜
弁を剥離挙上すると、鼓室内に易出血性の赤色腫瘤性病変を確認した。乳突削開を行い、乳突洞
に進展した腫瘍を周囲よりバイポーラコアグレーターを用いて止血しながら剥離した。顔面神経
窩を拡大開放した後、さらに良好な術野を得るために外耳道後壁は一旦摘出し、最後に骨パテと
フィブリン糊を用いて元の位置に整復した。キヌタ骨とツチ骨頭部は上鼓室に進展した腫瘍と共
に摘出した。耳小骨再建はキヌタ骨をコルメラとした鼓室形成 IIIc とした。術中出血量は 250ml
であった。術後、鼓膜所見は正常化し、純音聴力検査にて左 30dB（気骨導差 0-30dB）と聴力の
改善を認めた。術後永久病理診断にて、SFT の診断となった。病理所見では、均一な短紡錘形
から類円形の濃染する核を持つ N/C 比の低い細胞を認め、免疫染色では α-SMA 陰性、CD34 陰性、
bcl-2 陽性、STAT6 陽性であった。CD34 は陰性であったが、キメラ遺伝子検索の結果、NAB2-
ATAT6 の癒合遺伝子を検出した。Ki67 index は 3% であった。術後 10 ヶ月現在、再発所見を
認めていない。【考察】SFT に対する治療は、外科的切除が第一選択とされている。また、SFT
は非常に血流が豊富であることが多く、術前画像検査で強い vascularity を確認した場合、手術
に先立って血管塞栓術を行うことが望ましいとされている。本症例では術前血管造影によって複
数の栄養血管を確認同定した。血管塞栓術は行わなかったが、先端のより細い高周波型バイポー
ラー（ベザリウス）の使用や酸化セルロース（サージセル）を用いた止血、外耳道後壁を一旦摘
出することによって良好な術野を得ることができ、腫瘍を摘出することができた。中耳 SFT は、
グロームス腫瘍の取り扱いと同様、術前血管塞栓術の必要性については議論の別れるところでは
あるが、先端の繊細な止血機器や可吸収性局所止血剤の準備、術式の工夫による良好な術野の確
保によって、中耳内に限局した症例であれば血管塞栓は行わずに摘出することが可能と思われた。
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鼓膜から透見された赤色腫瘤の 2 例 

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

1 日本赤十字社　和歌山医療センター　耳鼻咽喉科、2 池田耳鼻いんこう科院

はじめに：鼓室内赤色腫瘤は、大きさによっては拍動性耳鳴や一側性難聴などの症状を呈し、日
常診療においてときに経験することがある。今回われわれは、鼓膜から透見された赤色腫瘤の 2
例を経験したので報告する。症例 1：47 歳女性。1 カ月前より右耳痛あり当科受診。右鼓膜所見
にて、前下象限に赤色腫瘤が透見された。聴力検査は正常であった。側頭骨 CT では、岬角に接
する陰影を認め、一部ツチ骨、キヌタ・アブミ関節に接していた。頸静脈球に隣接するものの、
骨性隔壁の欠損は認めなかった。MRI では T2 強調画像にて不均一に高信号を呈していた。鼓室
型グロムス腫瘍（class B1）と診断し、全身麻酔下に手術の方針とした。耳後切開を行い、鼓膜
を全層剥離して鼓室内の腫瘍を確認した。腫瘍上端の視野確保のため、ツチ骨から鼓膜を遊離さ
せ、また下端の視野確保のため、下鼓室開放を加えた。腫瘍は周囲組織との癒着なく、流入血管
である下鼓室動脈を同定し、バイポーラにて焼灼し、耳小骨連鎖を温存したまま一塊として腫瘍
を摘出した。出血は少量であった。術後経過も問題なく、現在術後 6 カ月経過しているが、鼓膜
所見は正常で、聴力低下も認めない。症例 2：45 歳女性。10 年ほど前から左拍動性耳鳴あり前
医受診。左鼓室内腫瘍疑いにて当科紹介となった。左鼓膜所見にて、前下象限に赤色拍動性腫瘍
が透見された。聴力検査は正常であった。側頭骨 CT では、頸動脈垂直部の欠損、下鼓室小管の
拡大、下鼓室を通る動脈の異常走行、頸動脈管壁の欠損を認めた。MRA も施行し、中耳内頸動
脈走行異常と診断した。本人に病態を説明の上、現在外来にて経過観察中である。考察：鼓室内
の拍動性腫瘤の鑑別診断として、グロムス腫瘍、頸静脈球高位、コレステリン肉芽腫、動脈瘤な
どが挙げられる。血管豊富な腫瘤の場合、大量出血をきたす可能性があるため、鼓膜切開などの
不用意な耳処置は慎むべきである。診断には CT・MRI/MRA 検査が有用であると考えられた。
結論：鼓膜から透見された赤色腫瘤の 2 例を経験した。画像検査にてグロムス腫瘍、中耳内頸動
脈走行異常と診断し、グロムス腫瘍に対しては手術加療を、中耳内頸動脈走行異常に対しては経
過観察を行った。治療方針の決定には、画像検査による診断が重要である。
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小児の中耳に限局した炎症性偽腫瘍の症例

小川日出夫 1、本多　伸光 1、本岡　太心 1、高木　太郎 2、中村光士郎 1

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

【はじめに】　炎症性偽腫瘍（inflammatory pseudotumor：IPT）は局所の占拠性病変で悪性腫
瘍類似の増殖傾向を認め、検査所見のみでは確定診断が困難な疾患群である。好発部位は、肺を
始めとして、肝臓、後腹膜、縦隔など全身での報告がみられるが、側頭骨の IPT はまれである。
今回我々は、外科的手術にて確定診断が得られた小児の中耳に限局した IPT 症例を経験したの
で報告する。

【症例】　0 歳 10 か月男児。上気道炎にて近医耳鼻咽喉科を受診した際、右鼓膜から透見される
腫瘤を指摘され、当科紹介受診した。初診時、右鼓膜下象限に比較的境界明瞭、淡黄色の腫瘤を
認めた。側頭骨 CT では、右中・下鼓室に限局した境界明瞭な軟部陰影を認めた。周囲に明らか
な骨破壊はなく、耳小骨の連鎖、顔面神経管も保たれていた。先天性真珠腫や中耳腫瘍を疑い、
初診 4 か月後に全身麻酔下手術を施行した。手術は右耳後切開後、外耳道を剥離し、経外耳道的
に中耳腫瘤を観察、剥離操作を行った。術中所見では、中・下鼓室に弾性軟、被膜の薄い白色腫
瘤を認めた。視診上、真珠腫は否定的であり、腫瘍性病変の印象であったが、術中迅速病理組織
検査では、明らかな腫瘍を示唆する所見に乏しく、炎症細胞の浸潤を伴う紡錘型の線維性結合組
織の結果であり、中耳腫瘤摘出術を行った。永久病理組織検査でも紡錘型の細胞を伴う炎症性肉
芽組織の結果であったため、臨床上の所見とも考え合わせ、中耳に限局した炎症性偽腫瘍と診断
した。術後 2 年 1 か月経過しているが、鼓膜所見、CT にて再発所見は認めていない。

【考察】　炎症性偽腫瘍（IPT）は限局した占拠性病変で腫瘍性増殖を示すが、病理組織的学には
紡錘型の線維芽細胞や筋線維芽細胞の増生を背景に、リンパ球や形質細胞、組織球といった慢性
炎症性細胞浸潤がみられる非腫瘍性肉芽組織である。炎症性偽腫瘍には、炎症性筋線維芽細胞性
腫瘍、感染・炎症の修復機転における腫瘤形成、活動性感染による炎症性偽腫瘍、IgG4 関連・
EBV 関連の炎症性偽腫瘍など多数の病態が含まれていると報告されている。疾患の細分化が提
唱される一方、頭頸部領域では確立した疾患概念、治療報告はまだなく、今後も症例の蓄積が必
要である。本症例に関して、狩猟し得た過去の報告では、IPT は全例、成人にみられ、本症例の
ように 0 歳 10 か月の乳児にみられたことは非常に稀と考えられた。

P-139



Otol Jpn 28 ( 4 ) : 634, 2018

鼓室後上部に限局した中耳腺腫の 1 例

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

中耳の腫瘍性病変には神経鞘腫やグロームス腫瘍などがあるが、中でも中耳腺腫は非常に稀な
疾患である。我々は鼓室後上部に限局する中耳腺腫症例を経験したため報告する。症例は 48 歳
女性。数年前から右難聴の訴えがあり、近医受診したところ右鼓室後上部を占拠する淡黄色の腫
瘤を認めたため精査目的に当科紹介となった。造影 CT、造影 MRI にて同部位にやや
hypervascular な腫瘤を認めたが、顔面神経や大血管との連続性はなかった。疼痛や顔面神経麻
痺、骨導聴力低下は認めず、血中カテコラミン値も正常であった。手術直前に外来にて鼓膜切開
下に生検を行ったところ中耳腺腫との結果であった。手術は耳後部切開で行い、外耳道壁を後方
へ削除して腫瘍全体を十分明視下においた。耳小骨には接していたが癒着や破壊はなく、腫瘍を
一塊に摘出できた。病理検査結果も中耳腺腫であり、免疫染色では S-100 染色陰性、CD56 陽性、
Ki67 は 1-2% で陽性などの結果であった。追加治療は行わずに外来で経過観察を行っているが、
明らかな再発は認めていない。中耳腺腫は良性疾患と考えられ手術での全摘出が基本的な治療と
されるが、癒着や骨破壊を伴う場合などに再発を来しやすいと報告されている。類縁疾患とされ
る中耳カルチノイドでは 10 年以上経過後に再発した症例も報告されており、長期の経過観察が
必要と考えられる。
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TEES で摘出した中耳腺腫の 1 例

村井　尚子、内田　真哉、山道　　怜、森本　寛基
京都第二赤十字病院　耳鼻咽喉科・気管食道外科

症例は 61 歳男性で、左耳漏と左難聴を主訴とした。左鼓膜は膨隆し、鼓膜下象限から外耳道
下壁に白色の腫瘍性病変を認めた。聴力検査では、左耳に軽度の混合性難聴を認めた。側頭骨
CT では、左鼓室内に軽度の造影効果を伴う陰影が充満していたが、耳小骨は保たれており、明
らかな骨破壊像も認めなかった。MRI では、左鼓室内の陰影は T1・T2 強調像ともに等信号であっ
た。神経鞘腫などの中耳腫瘍性病変を疑い、手術を行った。画像検査で陰影は鼓室内に限局して
いたため、耳後切開への変更や、段階手術とする可能性も念頭にしつつ、経外耳道的内視鏡下耳
科手術（TEES）で手術を開始した。腫瘍は下鼓室を中心に中鼓室から鼓室狭部、上鼓室に進展
していたが、周囲の骨破壊や癒着はなく、数片に分けて、TEES のみで腫瘍を全摘出した。腫瘍
摘出に際して、キヌタ骨を一旦摘出したが、最後に IIIc 型に伝音再建を行った。免疫染色を含
めた病理診断の結果、中耳腺腫と診断された。術後 6 ヶ月現在、再発なく経過観察中である。

中耳腫瘍は比較的稀な疾患であるが、その中でも中耳腺腫は 2％以下と稀な腫瘍である。中耳
粘膜を発生母地とする良性腫瘍であり、神経内分泌系細胞と粘液産生細胞が混在している。2017
年の WHO 中耳腫瘍組織分類では、中耳腺腫と中耳カルチノイドは同義語とされているが、中耳
カルチノイドは頸部転移、遠隔転移の報告もあり、malignant potential としての性質を持つこと
に注意が必要である。再発の報告もあるため、長期的な経過観察が必要と考えている。
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方向交代性向地性眼振を呈した多系統萎縮症の 1 例

市川　晴之 1,2、岸部　　幹 2、原渕　保明 2

1 北斗病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2 旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

はじめに多系統萎縮症は成年期に発症する非遺伝性神経変性疾患であり、主に小脳系、黒質線
条体系、自律神経系が障害される。小脳失調による滑動性眼球運動の障害や、下眼瞼向き眼振は
しばしばきたしうるが、渉猟する限り本邦において方向交代性向地性眼振をきたした症例の報告
はない。今回我々は、経過中に方向交代性向地性眼振を認めた多系統萎縮症を経験したので報告
する。症例：51 歳、女性。主訴：頭位変換時の回転性めまい。現病歴：X-1 年 8 月頃より、就寝
時数分間の回転性めまいを自覚していた。自宅のベッド上で転倒後、歩行時のふらつき、浮動視
が増強した。安静時にも浮動感が出現してきたため X 年 1 月近医耳鼻咽喉科を受診した。赤外
線 CCD カメラ下に方向交代性向地性眼振を指摘され、良性発作性頭位めまい症（BPPV）を疑
われ当科紹介となった。初診時所見：鼓膜所見、聴力検査ともに正常であった。初診時神経耳科
学的所見：裸眼眼球運動検査では Saccadic pursuit を認めるも、注視眼振、自発眼振は認めなかっ
た。赤外線 CCD カメラ下では減衰傾向の無い方向交代性向地性眼振を認めた。明所開眼 ENG
検査記録での、急速眼球運動検査では saccade の速度がやや遅く、追跡眼球運動検査では
saccadic pursuit を認めた。OKP は解発不良、温度眼振検査は正常、固視抑制は不良であった。
画像所見：頭部 MRI 検査にて、小脳正中部を中心とした小脳の萎縮を認めた。臨床経過：脊髄
小脳変性症を疑い、近医総合病院神経内科を紹介した。神経内科紹介受診後、小脳失調、錐体路
障害が急速に進行し、多系統萎縮症と診断された。考察多系統萎縮症は成年期に発症する非遺伝
性神経変性疾患で主に小脳系、黒質線条体系、自律神経系が障害される。症状としては小脳性運
動失調、パーキンソニズム、自律神経障害をきたす。病型としては小脳失調を初発症状とする
MSA-C とパーキンソニズムを初発症状とする MSA-P があり本邦では MSA-C が 70％、MSA-P
が 30％の割合とされている。我々が渉猟しえた限り、多系統萎縮症では方向交代性背地性眼振、
頭位性下眼瞼向き眼振の報告は認められたが、方向交代性向地性眼振の報告はなく、自験例は非
常に稀と考えられた。結語・51 歳、女性の方向交代性向地性眼振を呈した多系統萎縮症を報告
した。・方向交代性向地性眼振であったが、Saccadic pursuit を伴っており、中枢性が疑われた。・
方向交代性向地性眼振は末梢性疾患が多いとされているが、まれに中枢性疾患のこともあり注意
が必要である。
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vHIT を用いた聴神経腫瘍症例の垂直半規管機能評価

藤原　圭志、森田　真也、干野季美子、福田　　篤、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

【目的】従来、半規管機能検査としてカロリックテストが用いられてきたが、水平半規管のみの
評価である、嘔気等の不快な症状を伴う、といった問題点が存在する。video Head Impulse 
Test（vHIT）はカロリックテストに比べ、短時間かつ不快な症状を引き起こすことなく検査が
施行可能であり、垂直半規管の機能評価も可能である。聴神経腫瘍は一側性の進行性感音難聴と
ともに平衡障害が主要な症状であり、上前庭神経、下前庭神経の障害が推測される。今回我々は
vHIT を用いて聴神経腫瘍症例の垂直半規管を含めた半規管機能評価を行った。【方法】15 名の
未治療聴神経腫瘍症例を対象とした。性別は男性 6 例、女性 9 例であり、年齢は 50-82 歳（中央
値 65 歳）である。患側は右が 7 例、左が 8 例であり、MRI 上で計測された最大腫瘍径は 5.0-28.6mm

（中央値 9.6mm）であった。vHIT は GN otometrics 社の ICS impulse を用い、1 名の検者が全
ての検査を施行した。患者には座位で、1m 前方の視標を固視するよう指示した。水平方向

（horizontal）、左前半規管 - 右後半規管（left anterior-right posterior: LARP）、右前半規管 - 左後
半規管（right anterior-left posterior: RALP）の 3 つの平面上で、視標固視中に頭部を 10-20°回
旋させ、その際の頭部運動、眼球運動を記録した。各方向で最低 20 回の回旋を行い、前庭動眼
反射の利得（VOR gain）および catch-up saccade （CUS）の有無を評価項目とした。VOR gain
は水平半規管で 0.8 以上、垂直半規管で 0.7 以上で正常と判定した。【成績】患側半規管の平均
VOR gain は、前半規管 0.80、水平半規管 0.79、後半規管 0.67 で、水平および後半規管において、
健側と比べ有意に低下していたが、前半規管では有意差を認めなかった。CUS は患側において、
前半規管 1 例、水平半規管 9 例、後半規管 7 例と、前半規管において CUS を認める頻度が低かっ
た。半規管の機能低下から障害神経を推測したところ、15 例のうち、上・下前庭神経障害が 6
例（40.0%）、上前庭神経障害が 3 例（20.0%）、下前庭神経障害が 3 例（20.0%）、上・下前庭神経
とも障害なしが 3 例（20.0%）であった。前半規管単独で障害を認めた症例はなく、前半規管の
機能障害を認めた症例では全例で水平半規管、後半規管の障害を伴っていた。vHIT 施行時に自
覚的な平衡障害を認めていたのは 15 例中 5 例、自覚症状なしが 10 例であった。この 2 群で比較
したところ、前半規管と水平半規管において、自覚症状ありの群の VOR gain が有意に低値であっ
たが、後半規管では VOR gain に有意差を認めなかった。【結論】聴神経腫瘍症例において、
vHIT を用いることで、従来は一般的には評価することができなかった垂直半規管の機能を含め
た半規管評価を行うことができた。本検討において水平・後半規管に比べ、前半規管の障害が検
出される率が有意に低かった。聴神経腫瘍では前半規管が障害されにくい、前半規管の障害が適
切に検出されていないといった可能性が考えられ、今後の検討を要する。
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内耳奇形：Cochlear hypoplasia の聴覚と前庭半規管機能の検討

木村　優介 1,2,3、加我　君孝 1,4

1 国立病院機構東京医療センター・感覚器センター、 
2 日本大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、3 東京女子医科大学東医療センター、 

4 国際医療福祉大学　言語聴覚センター

【はじめに】1987 年に Jackler らが内耳膜迷路の発生過程に基づいた内耳奇形の分類を示し、内
耳奇形の病態の違いは胚発生の発育停止の段階が異なることで生じると報告し、内耳膜迷路の発
生停止が初期であるほど奇形が高度になり聴覚障害の程度も重くなると述べた。その後、最も一
般的に用いられている内耳奇形の分類法は、2002 年の Sennaroglu らの分類で 2017 年に改訂さ
れた。これは、奇形の類型を蝸牛の形態異常で大別して分類し、現在、人工内耳手術の適応や電
極選択の際に利用されている。【目的】　内耳奇形の分類をする際に、胎生第 6 週の発生停止で生
じる Cochlear hypoplasia（CH）と胎生第 7 週の発生停止で生じる Incomplete partition-type2
の内耳形態は蝸牛軸の回転数などで類似している点がある。そこで、CH の聴覚と前庭眼反射を
検討し、画像所見と合わせて CH の機能的特徴を明確にすることを目的とした。【対象】2011 年
1 月から 2018 年 1 月に東京医療センター幼小児難聴・言語障害クリニックを受診した先天性難
聴児の中で、高分解能側頭骨 CT を施行し、CH の 9 例 18 耳を対象とした。【方法】1. 内耳形態
の評価：内耳奇形の形態分類には Sennaroglu の分類（2017）を用い、蝸牛、前庭、三半規管、
内耳道、前庭水管の形態異常を評価した。2. 聴覚評価聴性行動反応聴力検査・条件詮索反応聴力
検査および歪成分耳音響放射・聴性脳幹反応・聴性定常反応を用いて、聴覚障害の程度を評価し
た。3. 前庭半規管機能の評価我々は幼小児でも正確に前庭動眼反射を評価することができる一方
向減衰回転椅子検査を用いた。回転椅子検査における回転中眼振の解発頻度及び眼振持続時間の
左右両回転の平均値により前庭動眼反射を評価した。4. 粗大運動発達の評価粗大運動発達の指標
として頸定と独立歩行の獲得時期を用いた。対照として、以前われわれが行った先天性難聴児
195 名の頸定と独立歩行の開始時期についての報告と比較した。【結果】CH の内耳奇形をもつ 9
名（男児 : 3 名、女児 : 6 名）、年齢 : 6 カ月～ 8 歳 5 カ月（平均 : 44.2±32.9 カ月）。3 名は非症候
群性難聴、6 名が症候群性難聴（CHARGE 症候群 5 名、Duane 症候群 1 名）であった。内耳形
態は、蝸牛は CH-type1 を 1 耳、CH-type2 を 1 耳、CH-type3 を 12 耳、CH-type4 を 4 耳に認めた。
前庭は 17 耳（94.4%）で低形成、1 耳で拡大を認めた。三半規管は 10 耳（55.6%）で無形成、8
耳（44.4%）で低形成であった。聴力については、5 名で両側高度難聴、4 名が中等度難聴を有し、
5 名が人工内耳手術を受けている。一方向減衰回転椅子検査では 2 名が正常反応、3 名が反応低下、
4 名が無反応であった。粗大運動発達の評価では、頸定の獲得時期は平均 8.5±6.4 カ月、独歩の
獲得時期は平均 25±6.9 カ月であり、対照群と比較し有意に遅れを認めた。【考察】これまでの
報告で、Cinar らは、CH は内耳奇形全体の 23.5% で認められ、タイプについては CH-type3 が
45.5% と最も多いと報告した。聴覚障害の程度は、CH-type1 － 3 は中等度から重度難聴まで認
められるが、CH-type4 は軽度から高度難聴までで、重度難聴は認めなかったと報告した。CH-
type1 － 3 は胎生 6 週 -8 週においてどの時点での発生停止でも生じる可能性があり、CH-type4
については蝸牛の基底回転が存在するので、胎生 10-20 週の発生停止により生じる可能性がある
と報告した。われわれの研究結果は、CH のサブタイプは CH-type3 が 66.7% と最も多く、全例
で前庭・半規管の奇形を合併した。聴覚障害では中等度難聴から重度難聴までさまざまであった。
回転椅子検査では、77.8% に前庭半規管機能の低下を認め、粗大運動発達の獲得も対照群と比較
し、有意に遅れを認めた。CH は前庭・半規管の奇形に伴う前庭半規管機能の低下と粗大運動発
達の獲得の遅れを認めることが特徴と考えられる。卵形嚢・半規管は pars superior と呼ばれ、
系統発生的にはやや古い膜迷路である。CH は蝸牛の奇形に比べ、半規管の奇形が低形成・無形
成と重度であり、従来の胎生期の発生停止だけですべてを説明することは困難である。今回の検
討では CHARGE 症候群などの症候群性難聴に CH の内耳奇形がみられたことから遺伝子変異に
よる形態異常の可能性も考えられる。
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心因性めまいの前庭障害評価におけるラバー負荷検査の有用性

藤田　信哉 1,2、小泉　敏三 1、山中　敏彰 2、北原　　糺 2

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

【はじめに】ラバー負荷検査では、閉眼により視覚からの入力を遮断することに加え、体性感覚
からの入力を攪乱し、前庭障害の有無を検出する。心因性めまいでは、器質的疾患の合併もあり
末梢前庭障害の有無を簡便にスクリーニングすることにより、ルーチン平衡機能検査や診断を主
眼とした経過観察の回避につながるのではないかと考えた。【対象と方法】2017 年 1 月から 12
月までの 1 年間に、日本生命病院耳鼻咽喉・頭頸部外科を受診しためまい患者 612 名のうち、ラ
バー負荷検査を施行した心因性めまい 41 症例を対象とした。ラバー負荷検査は、アニマ社グラ
ビコーダ GW-31 を用いた。ニューラルネットでは、Aa：前庭障害を有する可能性 が非常に高い、
Ab：可能性が高い、B：可能性がある、C：前庭障害がめまい平衡障害の主因である可能性はす
くない、の 4 段階に自動解析される。【結果】対象の内訳では、心因性めまいが 10 症例、心因
性めまいに全身性疾患・中枢性疾患の合併が 15 症例、心因性めまいに末梢性疾患の合併が 16 症
例であった。ラバー負荷検査では、Aa：症例なし、Ab：2 症例、B：18 症例、C：21 症例であっ
た。【考察】広義の心因性めまいでは、器質的疾患による前庭症状に不安症やうつの併発が指摘
されている。心因性めまいの鑑別診断において、末梢前庭障害の有無をラバー負荷検査で評価す
ることより、早期診断への貢献とともに診断の精度向上につながるのではと考える。
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メニエール病患者と Dizziness Handicap Inventory（DHI）の 
相関の検討

井谷　茂人 1、稲垣　太郎 1、小川　恭生 2、塚原　清彰 1

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

メニエール病患者とストレスの関連は古くから指摘されている。メニエール病患者はめまいを
反復することで日常生活にも支障をきたすことが多い。また、めまい発作への不安が強いことが
多い。めまいの重症度判定尺度としては、めまい問診票としてDHI（dizziness handicap inventory）
が以前から用いられている。今回、メニエール病患者の病状と DHI の相関について検討したの
で報告する。対象は 2013 年 4 月から 2018 年 3 月までに当院めまい外来を受診し、メニエール病
確実例と診断された症例のうち、DHI アンケートが行われた 35 例である。DHI の平均は 42.1 で
あり、他の良性発作性頭位めまい症患者や前庭神経炎患者と比べ高値となった。また、コントロー
ル不良や病期の進行した患者では高値となる傾向があった。病状の進行によりめまいに対する不
安や恐怖が増強し、DHI が高値となると考えられた。
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