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特別企画

耳科手術の歴史 
司会の言葉

村上　信五
名古屋市立大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

日本耳学会は平成 3 年（1991 年）に日本臨床耳科学会と日本基礎耳科学会の統合により設
立されています。前身である日本臨床耳科学会は、昭和 36 年（1961 年）に発足した Oto-
microsurgery 懇話会から、一方、日本基礎耳科学会は内耳生化学懇話会から発展していること
から、日本耳学会には半世紀を越える歴史があります。

この度、第 28 回日本耳科学会の土井勝美会長が「耳科学会の未来」をスローガンに掲げ「人
工聴覚器医療」、「再生医療」、「遺伝子医療」、「医療ロボット」、「医療人工知能」をシンポジウム
とパネルディスカッションのテーマに選ばれました。平成から新たな時代に移行するこの時期に
耳科学会の将来を展望することはタイムリーな企画と思います。そして、未来を展望するにあた
り土井会長は「温故知新」、すなわち耳科手術の開発や導入の経緯、変遷を理解することが大切
と考え、特別企画として「耳科手術の歴史」を企画されました。その中で取り上げたテーマは「鼓
室形成」、「人工中耳」、「人工内耳」、「聴神経腫瘍」の 4 つの手術で、いずれも耳科手術の中で重
要かつハイレベルの手術です。

現在の鼓室形成術は 1953 年に Wullstein が発表した聴力改善を目的とした鼓室形成術が基本
になり顕微鏡の普及と相まって世界中に広まりました。その後、内視鏡手術も含め、外耳道の処
理や耳小骨の保存・再建に関し種々の方法が考案されてきました。しかし、術式は未だ「我が家
の雑煮」のごとく多様で、しかも術者のこだわりが強く統一されていないのが現状ではないでしょ
うか。「人工内耳」と「人工中耳」は耳鼻咽喉科が他科に先行して実用化した人工聴器です。人
工内耳は海外で開発され実用化されましたが、「人工中耳」は我が国で最初に開発されながら、
現実的には欧米で発展、実用化されてきました。その結果、これらの人工聴器はいずれもデバイ
スラグにより、海外に遅れ、適応も制限されてます。聴神経腫瘍は近年、MRI の普及で診断さ
れる症例は増えましたが、Wait and Scan（経時的な MRI による経過観察）や放射線治療など
手術以外の選択肢が増え、手術症例が減少しています。それと同時に聴神経腫瘍の手術を目指す
耳科医も減少しているのも現状です。このように、耳科手術を取り巻く医療環境は刻々と変化し
ています。これらに変化に如何に対応するか。本特別企画は「鼓室形成」を森山 寛先生に、「人
工中耳」を柳原尚明先生に、「人工内耳」を加我君孝先生に、「聴神経腫瘍」を小松崎 篤先生に
担当していただきます。いずれの先生方も我が国におけるパイオニア的存在で、今はレジェンド
の先生方です。先生方から耳科手術の未来が描ける明るいメッセージをいただけることを期待し
ています。
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鼓室形成術の発展とその背景　―本邦を中心に―

森山　　寛
東京慈恵会医科大学名誉教授

炎症や真珠腫などの病変の除去と鼓膜形成による鼓室腔の形成と中耳伝音理論に基づいた伝音機構再建
を目的とするこの手術は、歴史を経て術式の様々な欠点に改良が加えられ、今日に至っている。

慢性中耳炎に対する手術の変遷を見ると、初期の目的は如何に病変を除去するかであった。中耳炎の手
術は 19 世紀後半の cortical mastoidectomy あるいは Schwartze の手術（Schwartze の simple mastoidec-
tomy: 乳様突起単削開術）から始まる。しかし中耳腔の炎症病変が高度であったため mastoidectomy のみ
の手術では治癒が得られず、乳突削開を行った後に外耳道後壁を落とす中耳根本手術（radical 
mastoidectomy）が Zaufal（1890）により報告された。これに対し上鼓室側壁より骨削開を始め、外耳道
後壁除去、乳突洞開放へと進むアプローチを Stacke（1891）が報告した。しかしながら根本手術は耳小
骨を除去するため聴力が犠牲になるという欠点があるので、弛緩部型真珠腫で軽度難聴例や鼓膜や耳小骨
連鎖を残すことができる例に対して、保存的根本手術（modified radical mastoidectomy）や聴保根治手
術 Bondy’s mastoidectomy が考え出され、本邦でもいろいろ試みられた歴史がある。

1953 年に Wullstein は国際耳鼻咽喉科学会で初めて鼓室形成術について報告し、残存耳小骨の利用の仕
方によって鼓室形成術を 5 つの型に分類した（1955）。これが初期の tympanoplasty（tumpanoplastik）
鼓室形成術（いわゆる古典的鼓室形成術）であり、保存的根本手術と異なり、鼓室内に病変があればこれ
を処理したうえで、残存の耳小骨を利用、そのうえに遊離皮膚弁を移植して新鼓膜を形成し聴力の改善を
はかった。そしてこれは中耳の伝音理論に基づいた分類でもあり、今日の鼓室形成術の基本型として定着
し、顕微鏡の普及も相まって世界中に広まった。

日本では、同じような時期（1952 年）に風間保彦が “ 改良聴保中耳根治手術 ” を、後藤修二が 1953 年
に “ 聴力増進保存的根治手術 ” の名称で報告している。いずれも削開乳突腔は開放された形で（いわゆる
open method）あり、残存耳小骨を利用して伝音機構の維持はしているものの耳小骨連鎖は非再建となっ
ている。かつては本邦でも鼓室成形術という名称（第 58 回日耳鼻総会：1957 年）が用いられた時期もあっ
たが、その後に鼓室形成術という名称が定着した。その後、多くの耳科手術者があらゆる観点から鼓室形
成術の改良を行ってきた。

鼓膜の閉鎖（形成）材料として皮膚が用いられたものが結合織に代わり、更に連鎖再建材料として、耳
小骨、軟骨や人工資材など様々な資材が用いられることとなった。また広く開放された術後の削開乳突腔
に起因するトラブルも指摘され、外耳道を保存する術式すなわち Posterior tympanotomy による後壁保
存型の鼓室形成術（いわゆる closed method）が開発された。当初は耳内がすぐに乾燥するなど早期の治
癒が得られ、生理的な形態の保持とあいまって、真珠腫性中耳炎に対しては優れた術式と評価された。し
かしながら数年の経過の後に陥凹から始まる真珠腫再発が次々と出現するなど、後壁保存術式の再発率の
高さが確認されてから評価の見直しも行われ、更に病変が高度な例に対する段階的な手術、一方では削開
乳突腔を充填する手技なども並行して行われてきた。日本耳科学会ではこれら様々な術式の名称の統一を
目的として “ 中耳真珠腫などに対する鼓室形成術の術式名称 ” を提唱（2010）している。

ただし顕微鏡下手術とはいえ中耳腔には死角となる部位が多い。tympanic sinus など鼓室後半部や低
天蓋例での上鼓室前方は視野の得にくい部位であり、真珠腫の遺残の可能性も高い。そのため経外耳道的
に明視・拡大視下の操作が可能な低侵襲の経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）が開発され普及している。

このような術式の発展の背景には、中耳炎の軽症化、真珠腫進展機序や炎症病態の解明、中耳伝音理論
の解明、さらに顕微鏡や鉗子類、内視鏡など手術支援機器の発展などが大きな役割を果たしている。また
耳管機能や中耳粘膜の生理的な機能（ガス換気能）の解明も術式の改良と発展に大きく寄与している。

このような術式の発展はあるが、臨床的には中耳炎や真珠腫などの各々の症例で背景にある病態が異
なっていることから、病態や病因に見合った術式の選択をいかに適切に行うかが術者にとっては重要な事
項となる。

略歴
昭和48年 3月		 	 	 	 	 	 	 東京慈恵会医科大学卒業
昭和48年 5月		 	 	 	 	 	 	 東京慈恵会医科大学附属病院にて研修開始
昭和56年 2月～58年 3月	 	 米国New	Yorkコロンビア大学留学
平成 4年 4月	 	 	 	 	 	 	 東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室主任教授
平成16年 4月～25年 3月	 	 東京慈恵会医科大学附属病院院長
平成25年 4月		 	 	 	 	 	 	 東京慈恵会医科大学名誉教授
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人工中耳の歴史

柳原　尚明
愛媛大学名誉教授

補聴器の性能は著しく向上してきたが、装用者の満足度は必ずしも十分とは言えず、音は大きく聞こえる
が言葉が聞き取りにくい、騒音下では会話音が聞き取りにくい、ハウリングが不快などの理由で、その装用
を断念している難聴者は少なくない。これは補聴器が耳に入る音を増幅し、イアホンで完全に閉鎖した外耳
腔に出力するという動作原理によるもので、補聴器の避けがたい欠点によるものと言える。これを克服する
ために補聴器を耳に埋め込むことが考えられ、人工中耳（middle ear implant）開発の研究が始められた。

人工中耳は入力される電気音響信号を振動に変換するトランスジューサ、振動子、を中耳に植え込み、外
耳道をバイパスしてアブミ骨や内耳窓を直接駆動して振動を外リンパ液に伝えることにより、歪のない自然
に近い音を、不快感なく聞かせる人工耳で、手術や補聴器により高明瞭度で自然の聴感を回復しえない伝音、
または混合難聴で、骨導ロスが中等度までの難聴が適応となる。

人工中耳は振動子の種類により圧電式と電磁式がある。人への応用が最初に行われた人工中耳はリオン型
圧電式人工中耳である。この人工中耳は通産省工業技術院の委託を受けたリオンとサンヨー電機が開発に関
わり、帝京大学（鈴木　淳一教授）、愛媛大学（演者）らが基礎、臨床研究に参画し、1983 年に完成、1987
年に臨床応用の第一例が演者らによって報告され、その後、多施設で 100 例に近い症例に植え込まれ、高度
先進医療として臨床試験が行われ、その優れた補聴効果が認められた圧電素子を振動子に用いた人工中耳で、
人工中耳の先鞭をつけた世界最初の人工中耳である。

リオン式人工中耳は図に示す如く体外部と体内部より成り、対外部マイクロホンに入った音響信号は体外
コイル、体内コイルを経て中耳に植え込まれた圧電セラミック耳小骨振動子で振動に変換される。振動子は
アブミ骨またはアブミ骨底板上に立てたコルメラを駆動する。振動子はマイクロホンに入った音響信号を忠
実に振動に変換して内耳に伝えるので自然で明瞭な聞こえが 10 年以上の長期にわたって保障される。

リオン型人工中耳は残念ながら、その製造が経済的理由から中止となった。しかし、この人工中耳の患者
満足度は非常に高く、我々の知見がこの型の人工中耳の再生につながることを期待して止まない。

現在我が国で臨床応用されている人工中耳は半埋め込み型電磁式人工中耳、Vibrant soundbridge, 
Synphonix device である。Vibrant soundbridge はアメリカの Synmphonix 社が開発し、Medel 社が臨床
応用を世界的に広めつつある電磁式、半植え込み型人工中耳で、我が国でも 2012 年から 2014 年の間に多施
設臨床治験が行われ、2015 年に社会保険適応となり、2017 年より植え込み手術が可能となった。この人工
中耳では体外ユニットのマイクロホンで集録される電気音響信号が体外部電磁コイルで電磁波に変換され、
経皮的に体内コイルに送られる。体内コイルに送られた電磁波は内耳窓膜またはアブミ骨に植え付けられた
振動子 floating mass transducer, FMT に送られ、直接内耳窓膜またはアブミ骨を駆動し振動を外リンパ液
に伝える。

これらの他、全植え込み型をふくめ、幾つかの人工中耳が現在欧米で開発が進められており、今後の発展
が期待される。

略歴
昭和32年 3月		 京都大学医学部卒業、同年耳鼻咽喉科教室入局
昭和34年		 	 	 京都大学医学部大学院入学、昭和38年終了
昭和38年 4月		 京都大学医学部付属病院助手、
昭和39年		 	 	 米国UCLA喉頭科学科学研究所に留学、同時にHouse	Ear	Instituteで耳科、神経耳科手術を研修
昭和41年 4月		 京都大学、医学部講師、
昭和51年 4月		 愛媛大学医学部耳鼻咽喉科初代教授
平成 9年 3月	 定年退職　愛媛大学名誉教授、鷹ノ子病院名誉院長として現在まで耳科臨床に従事。
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わが国の人工内耳手術の歴史

加我　君孝
東京大学名誉教授 

東京医療センター・臨床研究（感覚器）センター

1．はじめに
人工内耳はわが国では作られてはいない。現在保険の適用になっているマルチチャンネル人工内耳は、適用に

なった古い順にコクレア社（1994 年、オーストラリア）、AB 社（2000 年、米国）、メドエル社（2007 年、オー
ストリア）である。他にわが国では採用はされていないデイジソニック社（フランス）、上海力声特医学科技公
司（中国）、ニューロトロン社（中国）などがある。
2．人工内耳の着想

1806 年に電池を開発したイタリアのパドヴァ大学のボルタ教授は、外耳道に電流を流し、どのように感じる
か試みた。この着想は現在の視点からみると鼓膜近傍に電流を流すと健聴者も感音難聴者でも何らかの音が聞こ
えるが、前者は Electrophonic による耳小骨などの振動で、後者は Electroneural という現象で、蝸牛神経が刺
激されたものと考えられる。
3．シングルチャンネル人工内耳（1970 年代前半）の開発

世界最初の人工内耳手術は 1957 年にフランスで 1 例のみ行われた。実用的なシングルチャンネル人工内耳は、
米国のハウス耳科学研究所のウィリアム・ハウスと 3M 社により開発された。日本医大の神尾友和助教授はハウ
ス耳科学研究所でシングルチャンネル人工内耳手術を学び、帰国後、1980 年に日本医大で第 1 例目の成人の手
術を行い、その後神尾記念病院で手術を継続した。帝京大学、愛媛大学でもシングルチャンネル人工内耳手術が
少数例行われた。手術成績はさまざまであった。良い成績の症例では言葉の聴き取りと理解が良好な例もあった。
しかし、満足のいく成績ではなかった。
4．マルチチャンネル人工内耳（1970 年代後半）開発競争の時代

シングルチャンネルのために言葉の聴き取りが不十分ではないかと疑った研究者がマルチチャンネル人工内耳
の開発に挑んだ。特に米国で盛んで、カルフォルニア大学サンフランシスコ校、スタンフォード大、ユタ大、米
国以外では北海道大学の伊福部達教授、オーストラリアのメルボルン大学のクラーク教授、オーストリアのウィー
ン大学のブリアン教授と、ホッフマイアー教授夫妻があげられる。
5．マルチチャンネル人工内耳のわが国への導入（1980 年代後半から 1990 年代前半）

東京医大の舩坂宗太郎教授はオーストラリアのコクレア社の人工内耳を導入して 1985 年にコクレア社のマル
チチャンネル人工内耳 N22 の第 1 例目の手術を行った。1987 年に N22 の治験、そして 1994 年に厚生省はコク
レア社の N22 ミニシステムの保険適用を認めた。その後 2000 年にはコクレア社の N24、AB 社のクラリオン 16
の保険適用を認めた。2006 年にはメドエル社の Comgi40+ の保険適用を認めた。なお、各種の現行機種は、以上
の初期のタイプとは異なり、電極はより細かく、シグナルプロセッサーはより高性能になっている。現在では全
国で人工内耳埋込手術が行われている。
6．現在の人工内耳手術の問題点

手術年齢は、下限は生後 12 か月、一方、高齢者の上限は特に設定されていない。手術そのものは特別なトラ
ブルもほとんどなく行われている。毎年多数の手術を行っている代表的な病院から、数例しか行っていない病院
まで多くの施設で人工内耳手術が行われている。手術後のマッピングは、施設基準として言語聴覚士が 2 名常勤
で採用されていることが条件とされているため、この点がハードルとなっている。先天性難聴の人工内耳手術で
は auditory verbal な教育あるいは療育を実施している施設が望まれるが、まだ十分ではないのが現状である。
文部科学省は本年度よりろう学校や普通小学校でも人工内耳に適応した合理的配慮を行うように「平成 30 年度
指導要綱」を改訂したところであるが、その方針が全国に徹底するには時間がかかることであろう。高齢者の人
工内耳手術は、当初はその効果が疑問視されたが、現在では効果が大きいことが判明し 80 歳代の手術例が増え
ており、Q.O.L の改善に貢献している。手術後、多くの人との会話が望まれるが、特に男性では話し相手が少な
いことが社会的な課題となっている。人工内耳手術の普及には日本耳科学会が長年にわたって努力をしてきたこ
とを最後に強調したい。

略歴
1971年	 	 東京大学医学部卒業
1986年	 	 帝京大学耳鼻咽喉科学教室助教授（主任教授・鈴木淳一先生）
1992年	 	 東京大学医学部耳鼻咽喉科学教室教授（現在名誉教授）
2007年	 	 独立行政法人国立病院機構東京医療センター・感覚器センター長（現在名誉センター長）
2011年	 	 国際医療福祉大学教授
2015年	 	 日本耳鼻咽喉科学会東京都地方部会長
*海外留学	 米国ジェファーソン医科大学（医学教育）
	 	 米国UCLA脳研究所（中枢聴覚認知の生理学）
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特別企画

聴神経腫瘍手術の進歩と今後の問題点

小松崎　篤
東京医科歯科大学名誉教授

聴神経腫瘍は手術症例では圧倒的に前庭神経起源が多く聴神経より発生している腫瘍は 5％以下
である。

しかも前庭神経の神経繊維そのものより発症することは希とされており病理学的には Schwann
鞘から発症するので、前庭神経鞘腫（Vestibular schwannoma）が正式な名称と言うべきであるが
現在一般的には聴神経腫瘍と呼ばれている。

そ の 背 景 は H. Cushing（1863-1939） の 約 100 年 前 の 著 書 で あ る “Tumors of the Nervus 
Acusticus and the Syndrome of the Cerebellopontine Angle”（1917）までさかのぼることができる。
彼はその著書の中で 33 症例に付き現病歴、神経学的所見、手術とその結果、症例に対するコメン
トを記載しているが、そのほとんどの症例に難聴があること、病理学的には神経鞘腫であることな
どから聴神経起源の腫瘍と考え “Tumors of the Nervus Acusticus” の名称を与え、その後
Acoustic tumor の名称が一般化されて現在に至っている。

当時としては大多数の症例が後頭蓋窩に進展しており、手術用顕微鏡もない時代のことであった
ため聴神経起源の腫瘍と考えるのもやむをえないことである。なお、前庭神経起源ならめまいが高
頻度に出現することも想像されるが、良性腫瘍で緩徐に進行すること前庭代償が存在することなど
によるものと考えられている。

手術法については従来は脳神経外科医により後頭蓋窩開頭法が行われてきた。一方 1960 年台に
入り手術用顕微鏡の開発、聴覚機能検査の進歩、内耳道断層撮影等の画像検査等により腫瘍の早期
診断が可能となり W. House らにより聴力保存のための中頭蓋窩法が開発され同時に発展してきた
経迷路法と共に現在では後頭蓋窩開頭、中頭蓋窩開頭、迷路開放を中心とした手術法とその変法が
腫瘍の大きさ、聴力の程度等を勘案して行われているのが現状である。

個人的に聴神経腫瘍の手術を始めたのは 1970 年台の初頭で 2 つの理由があった。その 1 つは当
時の聴神経腫瘍は脳神経外科医によって行われ、耳鼻咽喉科医は術前術後の機能検査を行うにとど
まっていた。第 2 の理由は当時の術後は聴力障害は当然として術後顔面神経麻痺の頻度が諸外国に
比して高度であったことである。当時は現在のように顔面神経、聴神経のモニタリングが発達して
いない時期で、導入された手術用顕微鏡下の肉眼観察に頼らざるをえなかった時期でもある。

現在のように聴覚、平衡機能検査、画像診断が十分に発達していない当時は、診断された段階で
聴力の良好の症例は希で、大多数の症例が中等度以上の難聴を伴っていたため術後の顔面神経障害
を最小限にとどめるための方策として顔面神経の機能保存を前提として経迷路法から手術を始め
た。顔面神経は術前麻痺がないが術中の観察では内耳道中央部では神経が紙のように薄くなってい
るためその同定は内耳道中央部や後頭蓋窩では困難で、このことが術後顔面神経麻痺の主要因と考
えた。経迷路法法は、内耳道底を恒常的に明視化におくことができ顔面神経のみならず他の神経も
内耳道底で同定することが可能で、実際の手術では腫瘍の腫瘍内減圧を施行したあと内耳道底で同
定された顔面神経をその走行に従い腫瘍から剥離することがより容易である。

その後、諸種の検査法の開発、耳鼻咽喉科医の腫瘍に対する認識の向上により聴神経腫瘍が早期
に診断される様になり、小腫瘍で聴力が良好な症例に対しては聴力保存を前提とした経中頭蓋窩法
を施行するようになり、30 余年にわたる 700 例弱の手術歴の中でも後半は経中頭蓋窩法の症例が
増加した。

以上の経験から各手術法のポイント、さらには聴神経腫瘍の今後の問題点に付き考察する。
略歴
1959年	 	 	 	 	 	 千葉大学医学部卒業
1964年	 	 	 	 	 	 東京大学医学部大学院修了
1965年～1967年	 	 フルブライト研究員としてニューヨーク　マウントサイナイ医科大学神経学教室留学
1967年～1969年	 	 東京大学医学部耳鼻咽喉科助手
1969年～1975年	 	 虎の門病院勤務
1975年～1980年	 	 東京大学医学部耳鼻咽喉科講師
1980年～1990年	 	 東邦大学医学部耳鼻咽喉科学教授
1990年～1999年	 	 東京医科歯科大学耳鼻咽喉科学教授
1999年	 	 	 	 	 	 同上退官　名誉教授
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シンポジウム１

人工内耳医療の未来 
司会の言葉

宇佐美真一 1、髙橋　晴雄 2

1 信州大学医学部　耳鼻咽喉科、2 長崎みなとメディカルセンター　耳鼻咽喉科

近年の人工内耳の進歩はめざましいものがある。低音に残存聴力を伴った症例への適応拡大が
なされ、高音障害型難聴患者に大きな福音をもたらした。また両耳聴の効果が実証され、わが国
でも小児を中心に両側人工内耳が一般的に行われるようになりつつある。さらに近年欧州では一
側性高度感音難聴にも適応拡大され症例が増えている。今後さらに適応が拡大されるとともに、
電極の改良をはじめとしたインプラントの改良、drug delivery、遺伝子治療や再生医療との併
用医療などが登場してくることが予想される。本シンポジウムでは将来に向けてどのような方向
で進むべきかを実際に人工内耳医療に取り組んでいるシンポジストにそれぞれのデータをもとに
討論いただく。

シンポジウムではまず鎌倉先生にヒト側頭骨から得られた所見をお話ししていただく予定であ
る。新しいデバイスの開発、手術アプローチの改良、新しい医療を開発していくためには、人工
内耳電極を入れた際にヒト内耳でどのような反応が起こっているかの検討が重要である。その意
味でヒト側頭骨標本の所見は貴重であり、デバイス選択や手術アプローチを再検討する意味から
も、さらには将来的な治療を考えて行く上でも重要な意味を持つと思われる。

引き続いて、現在の人工内耳のトレンドである「低侵襲」と「両側装用」について、樫尾先生、
神田先生にお話しいただく。

低侵襲人工内耳手術は残存聴力を温存する意味から重要であることは言うまでもなく、構造保
存という意味からも重要である。内耳損傷による線維化を軽減させることは、ラセン神経節の温
存、再手術への対応、新しい医療へのアクセスのためにも重要であることが最近認識されるよう
になって来た。樫尾先生には術後の内耳線維化、炎症を押さえるための電極選択、挿入方法、ス
テロイド投与の効果に関するデータをお話しいただく予定である。

神田先生には、多くの症例の経験に基づき、両側人工内耳（両耳聴）の効果、わが国における
両側人工内耳症例数の変遷、通常学級就学率、逐次手術と同時手術についてデータを呈示してい
ただき、両側人工内耳の将来展望をお話しいただく予定である。

最後にわが国では保険適応になっていないものの、欧州では適応拡大され症例数が増えている
一側性高度感音難聴に対する人工内耳について茂木先生に自験例を中心に紹介していただく。突
発性難聴後に難聴、耳鳴で悩む患者は日常診療で多く経験され、その後の治療の選択肢がないこ
とから対応に苦慮することが多い。人工内耳をはじめとする人工聴覚器は薬物加療で治癒しな
かった患者の治療の選択肢の一つとして重要な意味合いを持つ。今後先進医療を経て薬事承認、
保険収載されることが望まれるが、茂木先生には患者の選択、適応の決定、効果、リハビリにつ
いてお話しいただく予定である。

本シンポジウムを通じて、耳鼻咽喉科医に人工内耳医療の進歩や方向性について知っていただ
ければ幸いである。
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シンポジウム１

側頭骨病理学からみた人工内耳

鎌倉　武史
大手前病院耳鼻咽喉科

はじめに
人工内耳は高度難聴者の聴覚を補う効果的な手段として確立されている。その一方で人工内耳電

極の挿入により蝸牛内には主に、①骨ラセン板、基底膜、らせん靱帯などへの即時的損傷、②炎症、
線維化、骨新生などといった電極や損傷への組織反応の 2 種類の変化がもたらされる。これらの変
化が術後の言語聴取能や有毛細胞や支持細胞の保存状態などにどのような影響を及ぼすのかを検討
するため、演者が 2 年間留学した Otopathology Laboratory of the Massachusetts Eye and Ear 
Infirmary の側頭骨標本を 2 次元、3 次元解析、免疫染色などを用いて、人工内耳術後の状態を様々
な角度から解析し、得られた結果を今後の展望などの考察を加えて紹介する。
人工内耳術後の言語聴取能に影響を与える因子（Kamakura T and Nadol JB, Jr. Hear Res, 2016）

人工内耳術後 17 例 17 耳の側頭骨標本について、言語聴取能に有意な相関がある因子について検
討した。術後の蝸牛内線維化や骨新生は 3 次元解析ソフトを用いて体積を計算した。その結果、言
語聴取能とはらせん神経節細胞数は正の相関を、術後の蝸牛内骨新生の程度（体積％）と前庭階、
中央階、ラセン靱帯を通過している部分の電極の長さは負の相関を認めた。術後の蝸牛内線維化（体
積％）は術後言語聴取能と有意な相関がみられなかった。また、蝸牛内骨新生や線維化の程度は人
工内耳埋込していた期間や埋込時の年齢とは有意な相関がみられなかった。
人工内耳術後の骨新生の程度に影響を与える因子（Kamakura T and Nadol JB, Jr. Hear Res, 2016）

側頭骨標本の 3 次元解析による検討では術後の骨新生の体積％が大きいほど術後の言語聴取能が
低下することがわかったが、その骨新生の程度と有意な相関がみられる因子として、側頭骨標本に
見られる電極挿入時に起こったと考えられる蝸牛内損傷の程度と前庭階、中央階、ラセン靱帯を通
過している部分の電極の長さの 2 つが挙げられた。以上のことから、術後言語聴取能を改善させる
ためには蝸牛内に損傷を与えないように、また確実に鼓室階に電極を挿入することが重要と考えら
れた。
人工内耳術後の有毛細胞、支持細胞などの保存状態（Kamakura T, et al., Otol Neurotol, 2018）

人工内耳電極により発生する骨新生や線維化、蝸牛内損傷などがコルチ器の内外有毛細胞や
Deiters細胞などの支持細胞、神経線維の状態にどのような影響を与えるのか、片側人工内耳埋込を
行った 12 例 24 耳の側頭骨標本に免疫染色を施してこれらの細胞の保存状態を検討した。人工内耳
電極を挿入した蝸牛での有毛細胞と電極沿いの骨ラセン板内神経線維が有意に電極挿入による負の
影響を受けていたが、Deiters細胞などの支持細胞では電極挿入による有意な影響は見られなかった。

本研究において多大なご指導を賜りました Joseph B. Nadol, Jr. 名誉教授（Massachusetts Eye 
and Ear Infirmary / Harvard Medical School）、免疫染色や標本写真の撮影、標本作成にご尽力賜
りました Diane Jones, Barbara Burgess, Jennifer O’Malley, Meng Yu Zhu（Massachusetts Eye 
and Ear Infirmary）、標本写真の撮影にご協力賜りました Garyfallia Pagonis（Massachusetts Eye 
and Ear Infirmary）、岡安唯先生（Massachusetts Eye and Ear Infirmary / Harvard Medical 
School、奈良県立医大耳鼻咽喉・頭頸部外科学）に深謝いたします。

略歴
2003年 3月	 	 大阪大学医学部医学科卒業
2003年 4月	 	 大阪大学耳鼻咽喉科入局
2005年 6月	 	 大阪労災病院耳鼻咽喉科
2010年 4月	 	 大阪大学大学院医学系研究科入学
2014年 3月	 	 大阪大学大学院医学系研究科卒業
2014年 4月	 	 箕面市立病院耳鼻咽喉科
2015年 4月	 	 	Massachusetts	Eye	and	Ear	Infirmary/Harvard	Medical	SchoolリサーチフェローとしてJoseph	B.	Nadol,	Jr.名誉

教授に師事。
2017年 4月	 	 大阪母子医療センター耳鼻咽喉科
2018年 4月	 	 大手前病院耳鼻咽喉科
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シンポジウム１

聴力温存率の向上を念頭にした人工内耳手術

樫尾　明憲
東京大学医学部付属病院耳鼻咽喉科

人工内耳の適応範囲が一部残聴のある患者へと拡大されるに従い、人工内耳挿入に当たって残存聴力の温
存が可能であることが示されるようになってきた。低音の聴力を温存し、残存聴力を人工内耳とともに活用
することで、人工内耳の単独活用に比べ騒音下での聴取、音楽の聴取、方向感などの向上といったメリット
を享受できるという報告も増えてきている。また、聴力を温存した場合では人工内耳単独での聴取において
も成績が良好であるという報告も存在する。さらに、近い未来に実現が期待されるコルチ器の再生技術を見
据えると、人工内耳手術において、聴力温存を念頭にした手術方法を選択することは極めて重要な命題となっ
てきている。

人工内耳挿入に際して内耳の障害をきたす要因としては、削開に伴う音響外傷、電極挿入に伴うコルチ器
の直接的な損傷、リンパ圧の変化に伴うコルチ器の障害、術後蝸牛内の線維化に伴うコルチ器機能不全など
が挙げられており、これらを予防するにあたり、電極のデザイン・挿入方法、挿入速度、蝸牛の形態と挿入
深度などが着目されるようになってきた。また、術後の蝸牛内線維化・炎症を予防する目的でステロイドの
投与も行われるようになっている。

今回我々は、2017 年までに当科で施行された人工内耳症例のうち 125Hz、250Hz、500Hz のいずれかにそ
れぞれ 70dB、80dB、90dB 以下の残聴を認めた 35 症例について、術後の聴力を検討した。cochleostomy
経由でコクレア社の Modiolus Hugging 型（CI24RCs、CI24RECA）電極を使用した 16 例と蝸牛窓膜経由
で Lateral Wall 型（CI422,522）電極を挿入した 19 例の周波数別術後聴力を検討したところ術前から 20dB
以内の閾値上昇にとどまった症例は 125Hz では Modiolus　Hugging 型、Lateral wall 型それぞれ 88％、
45％で、250Hz ではそれぞれ 56％。39％、500Hz ではそれぞれ 67％、38％と、蝸牛窓膜経由・Lateral Wall
型電極において聴力温存率がよいことが分かった。次に Lateral Wall 型電極を挿入した症例のうち 250Hz
に 80dB 以下の残聴を認めた 18 症例に関して 20dB 以上の閾値上昇を認めた症例と聴力が温存された症例に
関して、術前 HRCT の蝸牛基底回転の長さおよび、術後レントゲン画像における電極の挿入角度を比較し
たところ、聴力温存群で蝸牛長が長く、レントゲン画像上も電極挿入角度が小さいことが分かった。電極挿
入にかかった実質的な時間を術中ビデオから計測解析したところ、聴力温存されていた症例では 8 症例中 7
症例は 40 秒以上の時間をかけて挿入していたのに対して、20dB 以上の閾値上昇のあった症例で 40 秒以上
の時間をかけて挿入していた症例は 7 症例中 2 例に過ぎなかった。ステロイドの全身投与は術前および術後
5 日間の点滴全身投与が全例で行われていたが、20dB 以上の閾値上昇をきたした 7 例中 4 例は、電極挿入
時にデカドロン鼓室内投与を行っていなかった。一方聴力の温存が確認された 11 例は全例でデカドロンの
鼓室内投与が挿入時に追加されていた。術中インピーダンスと術後 1 年のインピーダンスの変化を比較する
と、聴力閾値上昇を認めた群でインピーダンスが高くなる傾向を認め、電極周囲の線維化など変化が起こっ
ていることが可能性として示唆された。以上から当科の症例においても、手術方法、電極の選択、挿入深度、
速度、ステロイドの投与の有無が聴力温存に関与していることが示唆された。

次に、我々は 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine（MPC）ポリマーを電極にコーティングすること
で電極挿入時の抵抗を減弱し蝸牛への侵襲を減弱できるかを検討した。白色モルモットに対して、MPC ポ
リマーをコーティングしてある電極とコーティングを行っていない電極を挿入し、挿入時の主観的抵抗、術
後聴力閾値の上昇・術後コルチ器の変化を検討した。術中の操作からは MPC ポリマーコーティングがなさ
れている電極で、挿入抵抗が少なかった。術後 28 日における ABR 閾値には両者に有意な差は認めなかった
が、32Hz における p1-n1 電位はコーティング群で有意に高かった。術後の有毛細胞およびらせん神経節細
胞を比較すると、MPC ポリマーコーティング群で有意に残存率が高く、電極の MPC ポリマーコーティン
グは電極挿入時の内耳への侵襲性を低減することが示唆され、今後の低侵襲電極開発への応用が期待された。

略歴
平成13年 3月		 	 	 	 	 	 	 東京大学医学部医学科卒業
平成13年 6月		 	 	 	 	 	 	 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科医員（研修医）
平成15年 1月		 	 	 	 	 	 	 東京警察病院耳鼻咽喉科医師
平成17年 4月		 	 	 	 	 	 	 亀田メディカルセンター耳鼻咽喉科医師
平成19年 1月		 	 	 	 	 	 	 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科医員
平成20年 1月		 	 	 	 	 	 	 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科助教
平成22年12月～23年 2月	 	 University	of	Washington	研修出向
平成25年 6月～26年 3月	 	 University	of	Iowa	研修出向
平成29年 9月		 	 	 	 	 	 	 東京大学保健・健康推進本部（保健センター）助教
平成30年 4月		 	 	 	 	 	 	 東京大学医学部付属病院医耳鼻咽喉科講師
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シンポジウム１

両側人工内耳

神田　幸彦
神田 E・N・T 医院、長崎ベルヒアリングセンター

【日本における両側人工内耳の症例数の変遷】
日本における人工内耳（以下 CI）実態調査を過去に日本耳鼻咽喉科学会乳幼児委員会において行った（日耳鼻会報

2010、2013、2016）が、症例数は徐々に増加、両側 CI については平成 24 年；34 名、平成 26 年；113 名で増加傾向にあり、
その数や比率は現在では更に上昇していると予測される。

【両側人工内耳すなわち両耳聴の効果】
i）両耳加重効果（Binaural summation）

二つの耳で聴くために一つで聴くよりも加重された効果である。
ii）陰影聴取、頭部陰影効果（Head shadow effect）

言葉と雑音が異なる方向から到達する場合、SN 比（言葉と雑音の比）は、片方の耳が対側耳よりもよくなる。
iii）両耳スケルチ（Binaural squelch）

中枢の聴覚システムはそれぞれの耳にたどりついた音声と雑音の混合音から効果的に雑音だけを取り除く機能がある。
iv）音源定位（Sound localization）、方向感、音源の認知の改善

人は音源を認知する際に両耳の効果を働かせている。また、環境音が入りにくい場合は自動車がどこから来ているかわ
からないなど危険な状態をもたらす場合がある。
v）その他

片方が故障してももう片方でしのげる。音質の改善。遅発性の聴覚の剥奪を避ける。両側性耳鳴が軽減する場合が多い。
本講演では、効果の裏付けとして過去に報告してきた両側 CI 症例のデータを紹介する。

【両側人工内耳装用児の通常学校就学率】
通常学校への就学率（以下インテグレーション率）を 2016 年度において CI 装用小児 202 名で検討したがインテグレー

ション率は両側 CI で 82％（82 名 /100 名）と高く、CI+ 補聴器（bimodal）：68％、一側 CI のみ：54％と両耳聴ができ
るにつれて通常学校就学率の改善がみられた。通常学校や小児の生活環境において両側 CI はインテグレーションのため
に有効な手段である。

【2nd CI の critical point】
両側 CI の 2 個目の逐次 CI 手術の最適時期や初回からのインターバルはどのようであろうか？両側が全く同じ聴力で

あれば当然早い方が良く、同時に両側行う手術も有効である。しかし症例によっては左右差があったり、両側 CI を行い
始めた施設においては眼前の初回 long time-user の小児が手術可能かどうかなど悩ましい点も多いであろう。それについ
ても我々の小児 CI のデータからインターバルの critical point について言及する。また初回 long time-user の小児の術前
術後の注意点について我々の方法をお伝えする。

【同時手術と逐次手術】
2017 年 10 月時点、当施設でリハビリテーションを行っている 272 児の小児 CI 中、両側 CI は 126 児であり、両側同時

手術も徐々に増加してきている。現時点で 8 児（Med-EL；5 児、Nucleus；3 児）であるが、術後幼小児評価の一つであ
る LittlEARS, It-MAIS や MUSS も良好に発達している。親へのアンケート結果上でも種々のメリットがあり、特に長崎
県や九州では離島が多く交通費負担が軽減されるなど同時手術は有効な医療対策である。現在の時点で重篤な合併症はな
い。現時点での見解であるが、残存聴力の状態、聴力の左右差、遺伝子診断、病態、進行性か否か、現年齢などの因子を
考慮しつつ同時手術か逐次手術かを多くの職種のチームおよび家族と充分にディスカッションした上で、最終決定は家族
にあるという姿勢をとるようにしている。

【両側人工内耳・両耳聴の未来】
今後はより safety surgery や早期手術、同時手術時間の短縮、将来的にはロボット手術なども検討されてきている。両

側 CI 症例が増加するにつれて両耳聴がいかに重要かについて、多くの患者が我々現場の医療者に気づかせ教えてくれて
いるようにも思える。現在メディアや連続テレビドラマの主人公に取り上げられブームとなっている一側難聴であるが、
それに対する CI も海外ではトピックの一つで本シンポジウムでは茂木先生が詳しく報告される予定である。更に一側聴
力が 30dBHL 以上 90dBHL 未満で対側 90dBL 以上の非対称性感音難聴（Asymmetric Hearing Loss; AHL）についても
両耳聴の観点から海外では積極的に行われている。両耳聴の未来を探るために、これまで当施設における補聴器外来 2,600
名以上のデータから、「どの程度の補聴器ユーザーあるいは一側難聴が CI を受けることで両耳聴を享受できる（できた）
可能性があるか？」について、将来的な予測および反省の意味も含めて検討予定である。

略歴
1987年	 	 長崎大学医学部卒業、同耳鼻咽喉科学教室入局
1997年	 	 	ドイツ、ビュルツブルグ大学Würzburg	Univ. 耳鼻咽喉科留学。人工内耳手術、リハビリテーション、補聴器を学ぶ（Chair	

man	Prof.	Jan	Helms）。
2001年	 	 	開業し、人工内耳と補聴器のリハビリテーションセンターである長崎ベルヒアリングセンター設立。現在金曜日に長崎大

学にて若手Dr. と人工内耳手術（530症例以上）。
	 	 長崎大学医学部耳鼻咽喉科臨床教授・東北大学医学部耳鼻咽喉科非常勤講師。
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シンポジウム１

一側性高度感音難聴に対する人工内耳

茂木　英明 1,2、鬼頭　良輔 1、岩崎　　聡 3、宇佐美真一 1,2

1 信州大学医学部耳鼻咽喉科 
2 信州大学医学部附属病院人工聴覚器学講座 
3 国際医療福祉大学　三田病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
一側性高度感音難聴（Single sided deafness: SSD）における問題は、患側からの音声聴取、騒

音環境での聴取や音源定位などが困難であることが挙げられている。また難聴側の耳鳴も、患者
の QOL を低下させる症状の一つである。人工内耳の安全性、有効性が広く認められている現在、
その適応は拡大し、両側人工内耳によってもたらされる両耳聴が、騒音下での聴取を改善させ、
特に小児では音声言語の獲得のため、ベストな治療法と認識されてきている。このような状況か
ら一側性高度感音難聴患者についても、治療法の選択肢として、人工内耳が検討されるようになっ
てきている。諸外国、特にヨーロッパを中心として、数年前から一側性難聴患者に人工内耳が行
われはじめ、現在までに症例数は数百を超え、エビデンスが集積されつつある。このような背景
から、本邦でも 2013 年に、信州大学、慶応大学、済生会宇都宮病院、国際医療福祉大学三田病
院の共同臨床研究として、『同側に耳鳴を伴う一側高度または重度感音難聴に対する人工内耳の
装用に関する研究』が行われた。5 症例に対して人工内耳（MED-EL CONCERTO/FLEX28）
埋め込みが行われ、騒音下での聴取や音源定位の改善、耳鳴の抑制が確認され、その有効性が示
唆された（Kitoh, et al. 2016）。信州大学においては 2 症例が行われ、現在、その長期経過をフォ
ローしている。

【症例】
症例 1：65 歳　女性
右耳 100dB の重度感音難聴に対して、外リンパ瘻を疑い、内耳窓閉鎖術、およびステロイド

治療を行うも改善せず。難聴、耳鳴などの症状が残存した状態で経過観察されていた。難聴発症
から 4 年後、右人工内耳埋め込み術を施行。

症例 2：26 歳　女性
左耳 110dB の左突発性難聴の診断で、ステロイド全身投与・鼓室内投与を実施。治療後も聴

力は改善せず。難聴発症から 1 年後、左人工内耳埋め込み術を施行。
【SSD に対する人工内耳の課題と展望】

一側性高度難聴では騒音下聴取能や音源定位能が障害されると報告されており、我々の症例の
術前検査においてもその傾向が認められた。人工内耳装用により、いずれも改善が認められた。
しかし、騒音下語音聴取における改善経過では、症例 2 に変動が認められ、この原因として、一
時的な装用時間の減少が示唆された。このことから、一側性高度難聴患者における人工内耳装用
では、健聴側と人工内耳側の聞き取りのバランスをとるための、人工内耳リハビリが必要となる
ことが考えられた。このことからも、今後、一側性高度感音難聴に対する人工内耳を行うために、
術前術後の聴取能の評価方法が定められる必要もあると思われる。これにより、適切な症例の選
定が可能になること、また術後聴取の評価とともに健聴側とのバランスが取れているかの評価や
リハビリ方法の策定などに有用になるものと思われる。また、小児における一側性高度感音難聴
についても、両側性の難聴に比べて軽視されてきた状況を見直し、症例によっては、今後積極的
に検討されるべき事項であると思われる。

本シンポジウムでは、諸外国での現状と本邦で行われた共同臨床研究をレビューし、一側性高
度感音難聴に対する人工内耳医療の未来について考察したい。
略歴
平成12年		 昭和大学医学部卒業
平成16年		 信州大学医学部附属病院耳鼻咽喉科　医員
平成21年		 信州大学医学部耳鼻咽喉科　助教
平成24年		 米国アイオワ大学　留学
平成27年		 同　講師
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シンポジウム２

再生医療の未来 
司会の言葉

伊藤　壽一 1、山下　裕司 2

1 滋賀県立総合病院研究所、2 山口大学耳鼻咽喉科

本シンポジウムでは 4 人の演者の方々に、耳科領域での再生医療についてご講演・討議して頂く
予定である。内耳の再生医療はターゲットが、「聴覚とめまい平衡覚」に分かれるが、今回は聴覚
に関する再生医療についてのご講演である。中耳領域の再生に関しては、これまで鼓膜の再生、乳
突蜂巣の再生などが報告されているが、本シンポジウムでは中耳粘膜再生医療に焦点をあてる。ま
た、内耳・中耳の再生に加えて今回は、顔面神経の再生に関してもご講演頂く予定である。

最初の内耳の再生に関しては、京都大学の岡野高之先生に、内耳の発生の面から再生の可能性を
検討して頂く。哺乳類においては内耳の有毛細胞が形成されるのは胎生期のある時期に限られ、生
後の再生能力はほとんどない。内耳（有毛細胞）の再生を考えるにおいて、胎生期に有毛細胞が発
生していく過程で役割を果たす種々の因子を解析することは、有用であると考えられる。今回は耳
包から蝸牛と前庭に分化する際の運命決定、有毛細胞の分化に関わると考えられる Wnt 経路の下
流にある Glycogen Synthase Kinase 3（GSK3）の蝸牛感覚上皮の発生での役割についてご報告頂
く予定である。

藤岡正人先生（慶應大学）には幹細胞生物学をベースとした内耳性難聴の治療法開発を紹介して
頂く。まずヒト iPS 細胞から内耳細胞（特に蝸牛外らせん溝細胞）への分化誘導法を確立し、脆弱
な蝸牛外らせん溝細胞に対する治療薬候補の医師主導治験についてご説明して頂く。有毛細胞に関
しては「再生阻害因子」の抑制能力を持つ薬剤を薬剤スクリーニングで選択し、それを難聴動物に
投与する研究結果をご報告して頂く予定である。

小島博己先生（慈恵医大）には培養鼻腔粘膜上皮細胞シートを中耳に移植し、中耳粘膜を再生す
る医療に関しご報告して頂く。今回のご講演では本再生医療の意義、基礎的研究の結果だけでなく、
治験に向けた非臨床安全性試験、治験プロトコール作成、臨床 POC（proof-of-concept study）取
得に関する道筋についてご説明頂く予定である。

内耳・中耳の再生とやや異なるが、羽藤直人先生（愛媛大学）には顔面神経の再生治療の現状と
展望に関してご報告頂く。顔面神経の再生に関してはこれまで、神経チューブを用いる方法、各種
栄養因子を用いる方法、各種幹細胞を投与する方法など色々報告されている。今回は細胞成長因子
などの投与を、徐放、ドラッグデリバリー法の観点からご説明頂く予定である。

耳領域の再生医療に関しては過去四半世紀に渡り種々の基礎研究が報告されてきた。しかし、実
際に臨床の現場に届けられるものはほんの僅かである。さらに以前には非常に注目を浴びていた再
生医療もやや行き詰まり状態である。本シンポジウムを通じ多くの研究者が耳領域での再生医療に
興味を持ち、耳領域での再生医療が再び活気を取り戻すことを願うものである。
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シンポジウム２

蝸牛有毛細胞の運命決定における GSK3 の役割

岡野　高之
京都大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

哺乳類においては内耳の有毛細胞が形成されるのは胎生期の限られた時期だけであり、耳毒性
薬物、強大音響、炎症、加齢や遺伝子変異などで一旦有毛細胞が失われれば自発的に有毛細胞が
再生することはなく、難聴が永続する。内耳性難聴の頻度は決して低いとはいえず、また現時点
でその治療が補聴器や人工内耳に限られることは、内耳性難聴の治療法、有毛細胞の再生は耳科
学、聴覚医学の分野において大きな挑戦課題となっている。遺伝子治療や内耳へのドラッグデリ
バリーシステムの開発は、蝸牛感覚上皮内で内因性の有毛細胞再生を誘導する場合に、十分な数
の前駆細胞を準備したり前駆細胞の分化を誘導する際に極めて有用であろう。また内耳への細胞
移植は内因性の前駆細胞が不足する際に外因性の幹細胞を供給する際にその効果を発揮する。さ
らに発生期の有毛細胞の発生機序を解明することは、幹細胞を用いた再生医学・再生医療におい
て、幹細胞・前駆細胞から機能的な有毛細胞を分化誘導させるのに鍵となる分子機構を明らかに
すると考えられる。

発生期の蝸牛感覚上皮では、細胞分裂の休止、細胞の運命決定、そして有毛細胞と支持細胞の
配列パターンの形成などの多くの過程が整然と進められており、その各場面では多くの因子が関
わっていると考えられている。近年の研究により Atoh1, Sox2, FGF, IGF などの転写因子や成長
因子が内耳の発生や有毛細胞の分化に重要な役割を果たすことが明らかにされた、それらを調和
させる働きを持つ因子の多くについては未だ不明である。Glycogen Synthase Kinase 3（GSK3）
は、中枢神経系の発生において Wnt 伝達系、Shh 伝達系 , 幾つかの成長因子の下流である PI3K-
Akt 経路などの情報伝達系の入力を受け、細胞分裂や分化に関わることが示唆されている。古典
的 Wnt 経路は耳胞が蝸牛と前庭に分化する際の運命決定や感覚上皮予定領域の形成、および有
毛細胞の分化での役割が示唆されているが、蝸牛感覚上皮の発生では、GSK3 の役割は未だ知ら
れていない。

発生期の蝸牛の細胞分裂や感覚上皮前駆細胞の運命決定における GSK3 の役割を解析するた
め、胎生 13 日目（E13.5）のマウス蝸牛より取り出した蝸牛感覚上皮の器官培養系で GSK3 阻害
剤および Wnt 活性化剤を用いて、その表現型を検討した。GSK3 伝達系を抑制した蝸牛器官培
養系では、内有毛細胞数の増加や感覚上皮細胞の配列の乱れ、内有毛細胞と外有毛細胞の柱細胞
の領域の拡大などのユニークな表現型が観察された。またこの表現型は Wnt 活性化剤を用いた
場合とは大きく異なり、GSK3 の阻害が Wnt 情報伝達系の活性化以外の経路にも影響を与えて
いることが示唆された。GSK3 の阻害は蝸牛器官培養系で、Bmp4 の mRNA の発現を抑制して
いることから、Bmp4 の発現は GSK3 情報伝達系の影響下にあることが示唆された。以上の実験
データにより、古典的 Wnt 経路に関わらない GSK3 情報伝達系が蝸牛感覚上皮の発生や有毛細
胞の運命決定に重要な役割を果たすことが示唆された。
略歴
平成10年 3月24日	 	 京都大学医学部　卒業
平成10年 5月 1日	 	 京都大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科　研修医
平成11年 4月 1日	 	 高槻赤十字病院　耳鼻咽喉科　医員
平成12年 5月 1日	 	 大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・気管食道科　医員
平成16年 4月 1日	 	 京都大学大学院医学研究科博士課程入学（外科系〈耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野〉）
平成20年 3月24日	 	 同上　修了
平成20年 4月 1日	 	 京都大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科　医員
平成20年 4月20日	 	 米国国立衛生研究所（NIH/NIDCD）客員研究員
平成24年 7月 1日	 	 京都大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科　医員
平成26年11月 1日	 	 京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科　特定病院助教
平成28年 4月 1日	 	 京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科　助教
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シンポジウム２

幹細胞生物学を応用した内耳性難聴治療法の開発研究

藤岡　正人
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

難聴は、本邦の 65 歳以上の 3 割が罹患する超高齢社会の国民病だが、依然として決定的な原因治療に乏しい。再生能を
持たない内耳感覚上皮や神経細胞の脱落、あるいは組織構築の破綻が根本的な原因とされるが、そのプロセスを死後標本で
捉える機会は極めて稀で、また解剖学的制約から生検もできないため、細胞レベルでの病態や分子メカニズムは不明な点が
多い。それゆえに、難聴発症の病態や機序を理解するために iPS 細胞を用いた病態生理の再現による創薬研究が試みられ、
また、病態によらない治療戦略として内耳再生医療が改めて注目されている。

開発研究としては大きく異なるこの 2 つのアプローチは、基礎研究レベルでは実は似ている。「再生」とは “Re-generation”
＝再度（re）創り出す（generate）ことで、その学術的本質は体がつくられる発生過程の理解にある。細胞生物学的に言えば
これは幹細胞と細胞系譜を分子レベルで理解して人為的に制御することであり、iPS 細胞や組織幹細胞の幹細胞生物学研究
と通ずる。本発表では私たちが数年来取り組んでいる、幹細胞生物学をベースとした内耳性難聴の治療法開発を紹介したい。

【iPS 創薬による病態に応じた治療薬の創出】
難聴のメカニズムを理解するため、in vitro でのヒト iPS 細胞から内耳細胞への分化誘導法を確立した。これにより患者

内耳細胞での病態を直接観察し、それに対応した治療法を開発することが可能となる（iPS 創薬研究）。まずは遺伝性難聴 4
疾患について患者末梢血から iPS 細胞を樹立 ･ 維持して疾患内耳細胞を作製している。これまで Pendred 症候群において
蝸牛外らせん溝細胞における細胞脆弱性とその治療薬候補を見出し1）、現在、医師主導治験を行っている。

【有毛細胞再生】
生体蝸牛局所での人為的分化誘導（リプログラミング）による有毛細胞再生を試みている。私たちは音響外傷受傷後に支

持細胞が一過性に脱分化することと、脱分化した細胞から有毛細胞が再生されないメカニズムとを解明し、「再生阻害因子」
の抑制を治療標的とした。候補化合物をマウス前庭由来組織幹細胞を用いた薬剤スクリーニングで選択し、その効果をマウ
スコルチ器の器官培養系とマウス音響外傷モデルで確認した後2）、Harvard 大との共同研究で側鎖修飾など化合物の最適化
を行い、ヒト iPS 細胞由来の蝸牛幹細胞1）とラットコルチ器の器官培養を用いて再選別した。以上の過程で最適化した化合
物につき、欧州で第 I 相試験を行いつつ、並行してマウスおよび小型霊長類コモンマーモセット3）を用いた音響外傷モデル4）

に局所投与し5）その効果を確認中である。
治療法の開発研究（biomed）と生物学としての研究（biology）とでは、発想法や意思決定プロセスが異なる。どちらも

分子細胞生物学とサイエンスという共通言語で語られるが、生物学は真理をとことん突き詰める「記載学」なのに対し、開
発研究は安全性と有効性が推定される治療法を臨床現場に送り届ける「実学」である。病態解明から新薬開発には平均 10
年を要し成功率は 4％未満、動物実験で有効な治療でさえ製造販売まで到るものは約 10 分の 1 とされる。新規治療法開発
に際しては、この厳しい現実を肝に銘じ、科学的な有効性推定の根拠と省令 GCP レベルでの治験薬の安全性とを担保し、
規制当局の要求水準を満たして、臨床試験にチャレンジしなくてはならない。

近年、国内外で治験が数多く行われており、内耳再生療法の幕開けを予期させる。幹細胞医学研究や内耳再生のコンセプ
トが国内外で提示されて 20 余年、発生学的知見は飛躍的に蓄積され、Wnt シグナルの人為的操作など、幹細胞性そのもの
を操作し得る可能性も出てきた。興味深いことに、マーモセット蝸牛支持細胞は非傷害時の成体でも幹細胞様マーカーを発
現する。楽観的に解釈すれば、霊長類は齧歯類よりも有毛細胞を誘導しやすいのかもしれない。感音難聴に悩む人々の存在
から目を背けず、分子生物学や動物実験、あるいは統計学的推定を過信することなく、サイエンスを実験室に閉じ込めよう
とせず、粛々と（そして淡々と）臨床研究開発を進める時期が到来しており、私たち耳科医の果たす役割は大きい。

【文献】
1）Hosoya M: Cell Rep 2017. 2）Mizutari K, Fujioka M: Neuron 2013. 3）藤岡他：Otology Japan 2018.
4）栗原他：特願 2017-181683. 5）Kurihara S, Fujioka M: JoVE 2018.

略歴
平成14年 3月		 慶應義塾大学医学部　卒業
平成14年 4月		 慶應義塾大学病院　耳鼻咽喉科学教室　入局（研修医）
平成15年 4月		 	慶應義塾大学大学院　医学研究科（博士課程、耳鼻咽喉科学）入学 

在籍中、同生理学教室（岡野栄之主任教授）に師事
平成18年 3月		 同　卒業、博士号取得
平成18年 4月		 同　生理学教室　特別研究助手を経て
平成18年 9月		 	ハーバード大学医学部	耳科・喉頭科　上級研究員 

Massachusetts	Eye	and	Ear	Infirmary,	Eaton-Peabody	研究所	ポスドク
平成21年10月		 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室　助教
平成23年 4月		 財）神奈川警友会　けいゆう病院　耳鼻咽喉科　医員
平成26年10月		 慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科学教室　助教 
平成28年 5月		 	同　専任講師 

現在に至る
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シンポジウム２

培養鼻腔粘膜上皮細胞シートによる中耳粘膜再生治療と製造販売に向けた試み

小島　博己
東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学講座

1．はじめに
我々は鼻内の粘膜より採取した上皮細胞をシート状にした培養鼻腔粘膜上皮細胞シートを開発した。この細

胞シートは、患者由来の鼻腔粘膜上皮細胞を生体外で加工したヒト体細胞加工製品であり、癒着性中耳炎や真
珠腫性中耳炎に対して行われる鼓室形成術の治療成績を改善させると考えている。この革新的な治療方法を実
用化するために、医師主導治験を計画しており、治験に向けた非臨床安全性試験、治験プロトコール作成、臨
床 POC（proof-of-concept study）取得に向けて目下準備中である。今回鼻腔粘膜上皮細胞シートの研究開発
の内容に関して、最新の基礎研究、臨床研究の知見を報告する。
2．現行治療の限界と細胞治療による有効性の検討

中耳腔は耳小骨による伝音機能を維持するため大気とほぼ同等に調圧されている。その調圧機構を維持する
ために、内腔を覆う粘膜上皮は、異物や感染に対応するためのクリアランス機能、耳管からの換気を保持する
機能、粘膜下の毛細血管と中耳腔との間に存在するガス交換機能を有している。中耳炎症性疾患に対しては術
後の含気化を目指して鼓室形成術が行われるが、中耳粘膜の機能を再獲得することはしばしば困難で、これら
の機能が高度に障害される場合も多い。特に癒着性中耳炎では鼓膜の再癒着が高率に生じる。また真珠腫性中
耳炎における理想的な術式は外耳道後壁を保存し、かつ含気が良好な中耳を形成させることであるが、中耳粘
膜に不可逆的な障害が生じている場合が多く、結果的に真珠腫の再形成を引き起こしてしまうことも稀ではな
い。真珠腫性中耳炎の典型例である弛緩部型真珠腫 stage II の当科手術症例を検討すると、削開された乳突腔
の 64％には術後に含気が認められず、長期的には真珠腫の再形成を来し得るリスク群と考えられた。

そこで我々は、術後早期に中耳粘膜の再生を促し、中耳粘膜の持つ本来の機能を再獲得することにより鼓膜
の再癒着や真珠腫の再発を防止することを目的に、近年実用化が進められている細胞シート技術の中耳への応
用を考えた。安全かつ容易に採取でき、患者への負担が少ないという臨床実現化が可能な視点から鼻腔粘膜を
用いた自己の培養上皮細胞シートを作製し、鼓室形成術の際に粘膜欠損部に移植するという新規治療法を開発
した。培養細胞をヒトの中耳へ移植する初の再生医療として、ヒト幹細胞臨床研究を開始し、現在も再生医療
安全性確保法に従って臨床研究を実施している。現在までに 12 症例の臨床研究を実施し、全てにおいて合併症・
有害事象は認めず、良好な経過が得られている。
3．鼻腔粘膜上皮細胞シートの実用化に向けた基礎研究

自己由来の細胞加工製品では製品販売後、市場拡大を展開しやすい製品を開発するために製品利用の汎用性
を高める製造方法が求められる。我々は初代培養としてエクスプラント法を実施し、回収した細胞から異種の
細胞を用いずに移植に供する細胞シートの作製法を検討している。初代培養で細胞数を増加させることで、製
品製造に必要な患者本人の組織採取量を格段に減らす事ができ、組織採取による侵襲を軽減できる。また初代
培養で細胞数を多く回収できる利点を活かし、一部凍結保存することで、組織を再度採取することなく製品を
製造することも可能である。エクスプラント法を介した上皮細胞の培養方法は、患者側および製品製造側の双
方に利点があり、製品販売後に世界で幅広く普及する細胞治療の製造方法として一翼を担うと思われる。
4．鼻腔粘膜上皮細胞シート移植による治療効果の検討

中耳への培養鼻腔粘膜細胞シート移植に関して、これまでの動物実験およびヒト臨床研究の良好な結果から、
鼻粘膜が中耳粘膜再生の代用組織として有効であることが示唆されているが、現在まで、細胞シート移植後の
生着の評価や移植後の細胞シートの体内動態や細胞動態については、先行する他領域の細胞シート治療におい
ても明確には解明されていない。移植後の培養鼻粘膜細胞が周囲の環境によりどのような変化をきたすか検証
し、鼻粘膜細胞シートの移植による細胞治療の安全性、有効性を示すことができれば、本研究の価値を高める
だけでなく、細胞治療の産業化を促進させるエビデンス構築に繋がる。今回、細胞シート移植による治療効果
において、基礎研究、臨床研究の最新の結果を紹介する。

略歴
昭和62年 4月		 東京慈恵会医科大学卒業
平成 7年 4月	 学位（医学博士）受領
平成 7年 4月	 米国ハーバード大学ダナファーバー癌研究所留学
平成11年 5月		 東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学講座	講師
平成18年 5月		 同上	助教授（准教授）
平成25年 4月		 同上	教授
平成28年 4月		 東京慈恵会医科大学附属病院副院長
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シンポジウム２

顔面神経再生治療の現状と展望

羽藤　直人
愛媛大学医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

顔面神経に対する再生治療は、既に患者に届いている再生治療として、各方面から注目されて
いる。再生医療は欠損した臓器や組織を修復、再建する医療であるが、末梢神経障害の場合、既
存の軸索再生能力を補完することで機能再生を達成することができる。したがって、iPS 細胞や
体性幹細胞などの細胞を用いた再生治療ではなく、栄養因子などのタンパクを末梢神経の変性部
位に投与する方法や、高分子ポリマー性の人工神経移植による末梢神経の再生誘導治療が主体と
なる。

顔面神経再生治療は、Bell 麻痺や Hunt 症候群、外傷性麻痺などの高度麻痺例に対する需要が
大きい。これらの疾患を合わせると、本邦で毎年 7000 名程度の後遺症例が発症している。これ
らに対し現在行っている再生治療は、顔面神経減荷術を栄養因子の投与経路作製法と捉え、手術
にて露出した神経周囲に徐放化栄養因子を投与し、神経軸索を再生誘導する方法を採用している。
本来、顔面神経減荷術の目的は、神経骨壁を除去することで、虚血、浮腫、絞扼の悪循環を停止
させ、神経障害がさらに進行することを防止することにある。したがって、完全な神経変性に至
れば、顔面神経減荷術そのものには再生促進効果はないため手術の有効性は低く、発症後 2 週以
降の減荷術の効果には限界が存在していた。演者らは、モルモットを用いた基礎研究で、生体吸
収性ゼラチンハイドロゲルを用いた bFGF の徐放局所投与が、良好な神経再生促進効果を持つ
ことを確認した。ゼラチンハイドロゲルはアルカリ処理ゼラチンを素に、①化学架橋にて生体分
解・吸収速度を遅くし、②栄養因子等の薬剤とイオン結合することで徐放作用を持つドラッグ・
デリバリー・システムである。ゼラチンハイドロゲルは京都大学再生研究所で作製し、凍結乾燥、
滅菌状態で保存したものに、bFGF100µg を含浸させて用いた。すでに、この顔面神経再生法を
減荷術時に臨床導入し、良好な神経再生効果を得ている。現在、顔面神経減荷術の従来法と再生
法とを比較する多施設共同前向き比較試験を経て、薬事承認、保険収載を目指した医師主導臨床
治験を目指している。

さらに、高度顔面神経麻痺例に対し、徐放化栄養因子を経鼓膜的に鼓室内投与することで、よ
り早期に低侵襲で有効性が確立できないかを検討中である。まだ基礎研究の段階ではあるが、減
荷術を行わなくても、徐放化栄養因子は骨管内の顔面神経に届き、ステロイドの全身投与に相乗
効果をもたらすことが確認されつつある。本シンポジウムでは、この組織工学に基づいた顔面神
経再生治療の現状と展望を、症例を提示し紹介する。
略歴
平成元年 3月		 	 愛媛大学医学部医学科卒業
平成元年 6月		 	 愛媛大学医学部附属病院研修医
平成 2年 4月	 	 松山赤十字病院研修医
平成 3年 4月	 	 松山赤十字病院耳鼻咽喉科医師
平成 8年 3月	 	 愛媛大学医学部大学院修了
平成 8年 4月	 	 愛媛大学医学部附属病院助手
平成11年 2月		 	 米国Stanford大学耳鼻咽喉科にPostdoctoral	Fellowとして留学
平成13年 5月		 	 愛媛大学医学部附属病院助手
平成13年 7月		 	 愛媛大学医学部附属病院講師
平成20年11月		 	 愛媛大学大学院医学系研究科　頭頸部感覚器外科学准教授
平成26年 4月～		 愛媛大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授
平成29年 4月～		 愛媛大学大学院医学系研究科　医学専攻長・医学科長
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シンポジウム３

内耳病態研究の未来 
司会の言葉

川野　聡恭 1、日比野　浩 2

1 大阪大学基礎工学研究科、2 新潟大学大学院医歯学総合研究科

現在、難聴は、社会的・医学的インパクトの最も大きい疾患の一つである。世界保健機関（WHO）
の調査では、世界人口の 5% が何らかの聴覚障害を抱えていることが報告されている1）。超高齢
化社会を確実に迎える我が国では、患者数の増大が益々懸念されている。難聴は、ヒトの生活の
質を損ねるのみならず、認知症をも増悪する2）。まさに、基礎・臨床医学の総力を挙げて、喫緊
に取り組むべき疾患である。

その中でも、特に内耳性難聴は、多くが原因不明かつ難治性であるがゆえに、深刻である。内
耳は骨に囲まれた繊細・微小な臓器であること、そして内耳機能を温存したまま患者から生検す
ることが不可能であることから、難聴治療に必須な病態研究は遅延している。最も成功した人工
臓器と評される人工内耳についても、その適用範囲が広がるにつれ、原理上、困難であろう性能
向上が求められる場面も散見されるようになった。一方で、近年、それらの課題を解決し、難聴
治療の大きな進展を期待させる様々な独創的アプローチが次々と創出されてきている。本シンポ
ジウムでは、異分野融合に基づき内耳性難聴の病態理解や治療法開発に挑む 4 名のトップラン
ナーを集め、iPS 細胞、新規人工内耳、組織透明化、計算科学などの最先端の成果を題材に、次
世代の耳科研究とその指針を議論する。
文献
1）World Health Organization. Deafness and Hearing Loss. World Health Organization web︲

site. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/. Updated March 2015. Accessed 
November 16, 2016.

2）Livingston G et al.: Dementia prevention, Intervention and Care. The Lancet 390(10113): 
2673–2734, 2017.



S3-1

Otol Jpn 28 ( 4 ) : 208, 2018

シンポジウム３

組織透明化と機械学習を用いた蝸牛地図作成

浦田　真次 1,2、飯田　忠恒 2,3、水嶋　　優 1、藤本　千里 1、松本　　有 1、
岡部　繁男 2,3、山岨　達也 1

1 東京大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2 東京大学医学系研究科　神経細胞生物学 

3 科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業（CREST）

蝸牛は極めて精巧に構成されている。感覚上皮（コルチ器）では感覚細胞（有毛細胞）と支持細胞
が螺旋状に整列する。有毛細胞は内外で異なる機能（内有毛細胞は感覚センサー、外有毛細胞は基底
板振動修飾）を有し、それぞれにシナプス結合する求心性神経線維の数も大きく異なる。上オリーブ
核からの遠心性神経線維は内有毛細胞では蝸牛神経核への求心性神経線維と結合し、外有毛細胞では
有毛細胞に直接シナプス結合するなど特異的な構造を形成している。蝸牛側壁にはイオンチャネルが
豊富で内リンパ電位形成に重要な血管条、カリウムイオンサイクリング・炎症反応・グルタミン代謝
に重要ならせん靭帯が存在する。

蝸牛形態解析の主流である surface preparation、切片作成による蛍光実体顕微鏡、共焦点顕微鏡、
電子顕微鏡を用いた観察では限られた部位や構造しか解析できなかった。また、Surface preparation
は極めて繊細な手技であることからラーニングカーブのばらつきが大きく技術伝承も困難であった。
今回、我々は近年脳科学分野での進歩が著しい組織透明化技術（Chung et al., 2013; Dodt et al., 2007; 
Hama et al., 2015; Renier et al., 2014; Susaki et al., 2014）を改良し蝸牛を dissection することなく
subcellular resolution での蝸牛内構造物を可視化する透明化技術と機械学習を用いて蝸牛内全
Myosin7 陽性細胞（有毛細胞）を自動計測するプログラムを考案した。サンプル準備から解析までの
一連の作業は数日（免疫染色：3–7 日、GFP：3 日）で完了する。また、有毛細胞自動カウントプロ
グラムは数分–30分で完了（Windows 10 Home, Inter Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz, 16.0GB RAM）し、
精度は残存外有毛細胞（99.6％）、推定脱落外有毛細胞（93.1％）で満足いくものであった。

我々は上記透明化手法で Myosin7a（有毛細胞）だけでなく NF200（神経線維）、F-actin（聴毛）、
VGLUT3（小胞グルタミントランスポーター）、CtBP2（リボンシナプス）、SOX2（支持細胞核）で
の免疫染色像を確認している。現在は騒音性細胞障害と加齢性細胞障害による有毛細胞、側壁（血管
条・ラセン靭帯）構成細胞、蝸牛内（主にコルチ器・側壁・蝸牛軸・ラセン神経節細胞）炎症細胞の
3 次元形態解析を行なっている。

今後、蝸牛全 subcellular components 解析には顕微鏡や対物レンズ、ソフト（画像取得、解析）や
ハード（保存容量）の開発だけでなく、本手法を用いたデータの蓄積と update が必要不可欠である。
有毛細胞自動解析プログラム（https://github.com/okabe-lab/cochlea-analyzer）は一般公開させて
頂いたので多くの先生方に使って頂き忌憚ないご意見を頂戴したい。本シンポジウムでは実際に取得
された画像を用いてプログラムを実行しながら解説を行いたい。

略歴
2008年	 	 	 	 北里大学医学部卒業
2010年	 	 	 	 東京大学耳鼻咽喉科入局
2015年～現在		 東京大学大学院医学系研究科博士課程　耳鼻咽喉科（神経細胞生物学出向）
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シンポジウム３

数理モデルを駆使した蝸牛電位環境の成立機構の理解とその病態生理の予測

任　　書晃 1、吉田　崇正 2、上塚　　学 3、土井　勝美 4、猪原　秀典 3、小宗　静男 2、
中川　尚志 2、日比野　浩 1,5

1 新潟大学医学部　分子生理、2 九州大学医学部　耳鼻咽喉科、3 大阪大学医学部　耳鼻咽喉科、 
4 近畿大学医学部　耳鼻咽喉科、5AMED-CREST, AMED

内耳蝸牛の内リンパ液は、外リンパ液に比較して +80mV の Endocochlear potential（EP）を
示す。この高電位環境は、蝸牛に特異的であり、かつ聴覚に必須である。EP が障害されると難
聴が生じる。EP は、内リンパ腔の外側面に位置する側壁の働きによって維持される。側壁は、
ラセン靭帯と血管条から構成されるが、機能的には内外二層からなる上皮様組織とみなすことが
できる。EP は、内層と外層に観察される膜電位の総和で説明できる（Salt et al. Laryngoscope 
1976, Takeuchi et al. Biophys J 2000、Nin et al., PNAS 2008）。これらの膜電位は、側壁を一方
向に流れて蝸牛全体を巡るイオン流、すなわち「循環電流」によって制御されていると想定され
ている。循環電流の仕組みを理解するには、側壁のイオン流を支えるチャネルや輸送体を介した
各種イオンのやり取りを知る必要がある。しかし、この事象は、実験により生体内で計測するこ
とができない。従って、我々は、チャネルと輸送体の活性を数式で表し、それらを電気生理実験
の結果に基づき統合した独自の数理モデルを創出した（Nin et al., PNAS 2012; Nin et al., npj 
Syst Biol Appl 2017）。本発表では、このツールを駆使して明らかになってきた、循環電流と EP
の関係、そして予想される遺伝性難聴の病態プロセスを紹介する。
略歴
平成12年		 	 	 	 	 	 京都府立医科大学医学部医学科卒業
平成12年～平成14年		 京都府立医科大学付属病院耳鼻咽喉科	研修医
平成14年～平成17年		 松下記念病院耳鼻咽喉科
平成17年～平成21年		 京都府立医科大学大学院医学系研究科卒業
	 	 	 	 	 	 	 （この間大阪大学大学院医学系研究科薬理学講座分子細胞薬理学に特別研究派遣）
平成22年～平成24年		 米国ロックフェラー大学感覚器神経科学	博士研究員
	 	 	 	 	 	 	 （この間日本学術振興会	海外特別研究員）
平成24年～平成27年		 新潟大学大学院医歯学総合研究科分子生理学助教
平成27年～現在		 	 	 新潟大学大学院医歯学総合研究科分子生理学准教授
	 	 	 	 	 	 	 新潟大学研究推進機構	研究推進機構研究教授
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シンポジウム３

ヒト iPS 細胞の内耳病態研究への応用と未来への展望
～その長所・短所と位置付け～

細谷　　誠
慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

2007 年に報告されたヒト人工多能性幹細胞（以下 iPS 細胞）の最大の特徴は、体内のあらゆる
細胞に分化誘導が可能なことにある。この性質を用いて患者 iPS 細胞から内耳細胞を分化誘導する
ことにより、生検では得がたい患者内耳細胞を疾患研究に用いることができる（疾患 iPS 細胞研究）。
iPS 細胞から得られた患者内耳細胞に対して、様々な薬剤の効果を見ることで創薬研究も可能であ
る（iPS 細胞創薬）。さらに近年は、高速イメージング・迅速定量システムや、ゲノム編集技術な
どの技術が組み合わされ、その応用範囲は拡大している。

さまざまな科学技術の発展により、現代の病態研究では一つの現象を様々な手法で観察 ･ 検討す
ることが一般的になっている。たとえば、①遺伝子レベルではゲノム解析から RNA 発現までを、
②タンパクレベルではその生化学的解析や構造 ･ 機能を、③細胞レベルでは細胞の機能や生死のメ
カニズムを、④臓器レベルでの生理学的（ときに電気生理やイオン交換）機能を、そして⑤個体レ
ベルでは生理機能や行動変化を検討することになる。すなわち、臓器や疾患毎に最適化された、重
層的な “ 視点 ” のセットで、一つの現象を多角的かつ柔軟に解析することが要求される。

内耳研究においては従来、（1）ヒト側頭骨病理、（2）モデル動物研究、（3）細胞実験が中心的な
役割を果たしてきた。モデル動物研究には、魚類の側線器、鳥類、齧歯類などが用いられ、中でも
遺伝子改変マウスは、多くの情報をもたらしてきた。これらのモダリティは上述のように並行して
用いられるものであり、また補完し合うこともしばしば経験する。

iPS 細胞研究は言うまでもなく細胞実験であるが、この領域では、蝸牛感覚上皮細胞の初代培養
系、マウス蝸牛幹細胞スフィア由来の分化細胞、HEI-OC1 などのマウス由来細胞株が汎用されて
きた。非内耳細胞だが扱いやすいことから HEK293 なども実情としては用いる。これらの研究手
法と比較した際のヒト iPS 細胞研究の利点は、何と言っても「ヒトの疾患内耳細胞を扱えること」、
そして「（分化後に）株化することなく多量の正常および患者ヒト内耳細胞を体外で利用できること」
にある。特に株化を経ないことは、細胞死や細胞変性の観察・老化研究に有利となる。ヒト細胞の
利用は、種差の問題を解消できる。多量の細胞調整が可能な点は創薬研究に有利である。

一方で iPS 細胞研究は、どんなにメリットがあっても所詮細胞実験であることを忘れてはいけな
い。臓器レベルでの機能解析は（どれほど organoid 研究が発達しても）原理的に in vivo の研究に
劣る。タンパクの機能、たとえば変異の入ったイオンチャネルの挙動などを調べるには分子生物学
的手法が必須で、この場合株化した細胞を扱うデメリットがあまりないので、iPS 細胞を敢えて使
う理由はない。細胞実験である以上、実験結果が体内での本来の現象の何をどう反映しているか慎
重な解釈を要する。創薬研究であれば、in vitro, in vivo 双方のモデルを含む多角的なモダリティ
を駆使し、必要なら 1 次、2 次、3 次…と段階的なスクリーニングを計画した方がよいだろう。ど
れほど有望な治療でも臨床現場に送り出すには治験が必要であり、その際、被検者をリスクに曝す
ことを忘れてはならない。多角的な検討は研究者の責務である。

現実問題として、iPS 細胞の樹立や創薬スクリーニングには、多大な実験量と時間、そして費用
を要する。希少疾患研究では患者血液の採取自体が難しい。成功する研究には、コスト・ベネフィッ
トを念頭に置いた Decision making も必須である。

本シンポジウムでは、病態研究の一つの手法としてのヒト iPS 細胞を用いた内耳細胞研究の可能
性を、魅力と限界および他技術とのコンビネーションの点から紹介するとともに、その厳しい現実
と、華やかな未来への展望とを示したい。
略歴
2010年 3月	 	 	 	 	 	 	 	 慶應義塾大学医学部卒業
2017年 3月	 	 	 	 	 	 	 	 慶應義塾大学大学院医学研究科卒業

2010年 4月-2012年 3月	 	 足利赤十字病院初期臨床研修医
2012年 4月-2016年 3月	 	 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科
2016年 4月-2017年 3月	 	 国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科
2017年 4月-現在		 	 	 	 	 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

2014年 4月-2016年 3月	 	 日本学術振興会特別研究員DC1
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シンポジウム３

MEMS 人工感覚上皮帯の創製と生体模倣に関する機械工学的研究

川野　聡恭
大阪大学基礎工学研究科

内耳蝸牛は音響振動を神経活動に変換する感覚器官であり、感音難聴は、その変換を担う有毛細胞の損傷あるいは機能低下
が主な原因と考えられている。鳥類では自発的な有毛細胞再生が可能であるが、哺乳類では再生能力がないとされ、感音難聴
治療は一般的に困難なものとなっている。最近では、遺伝子治療や細胞移植による有毛細胞再生の可能性が示されているが、
臨床応用としては、海外製人工内耳の埋め込み手術に依存する現状にあると言える。我々は、電源やサウンドプロセッサ等の
体外装置を持たない、完全埋め込み型人工内耳の創製を目指し、内耳蝸牛における基底板の流体構造連成振動を模倣する圧電
性ナノ薄膜デバイスを開発している。京都大学医学部との共同研究では、マイクロマシン型人工内耳として特徴付けられた本
デバイスにより、周波数弁別と動物実験における脳幹反射計測に成功した1）〜4）。

また、内耳蝸牛における有毛細胞の重要な機能として、基底板の振動制御が挙げられる。我々は、センサーである有毛細胞
層、支持細胞層、そして膜状組織である基底板の三層を感覚上皮帯として捉え、そのナノ振動に関する計測とシミュレーショ
ン研究を行い、その振動様式に関する非線形的挙動と聴覚メカニズムの本質的解明を目指している。我々の聴覚は、小さな音
ほど強く増幅して敏感に、大きな音ほど鈍く知覚することが知られているが、この特徴の発現要因の一つが、感覚上皮帯の非
線形的振動と考えられている。感覚上皮帯の振動様式に比して、我々が極めて広い聴覚のダイナミックレンジと鋭い周波数弁
別能を有する生体機構にも密接に関連している。これは物理メカニズムとしても未知・未踏の現象であり、工学的にも多くの
未解決課題を含んでおり非常に興味深い。新潟大学医学部との共同研究では、感覚上皮帯の持つ非線形的制御機構を機械化し、
これをマイクロマシン型人工内耳に実装する研究開発、すなわち、生体模倣の機械工学的研究についても着手している。図 1
はナノ振動制御機構を取り入れた MEMS 人工感覚上皮帯のプロトタイプ、図 2 は実験系の外観を示している。これは、音刺
激による機械振動から生じる電気信号を収集する認識用電極、その応答から周波数および音圧レベルを判断し電気刺激を
フィードバックする制御用電極を有する。本シンポジウムでは、MEMS 人工感覚上皮帯のナノ振動制御に関する系統的な研
究成果5）について紹介する。
References
1）Hirofumi Shintaku, Takayuki Nakagawa, Dai Kitagawa, Harto Tanujaya, Satoyuki Kawano, Juichi Ito: Development of 
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図 1 　ナノ振動制御機構を取り入れた MEMS 人工感覚上皮帯のプロトタイプ 図 2 　MEMS 人工感覚上皮帯におけるナノ振動計測
と制御実験の外観
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聴神経腫瘍診療の未来 
―The future of vestibular schwannoma management― 

司会の言葉
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1 国立病院機構仙台医療センター、2 東京医科大学　脳神経外科
Sho Hashimoto1, Michihiro Kohno2

1National Sendai Medical Center 
2Department of Neurosurgery, Tokyo Medical University

聴神経腫瘍の診断が比較的容易になるにつれ、診断される腫瘍の数は増加の一歩を辿ったが、
2008 年頃からは人口 100 万人当たり年間 19 程度に落ち着いているように思える。同時に早期診
断が可能となり、小さな腫瘍が多くを占めるようになった。このため、手術の絶対的適応となる
大きな腫瘍を除けば、診断後の診療方針はオプションが増え、経過観察（Wait and Scan）、手術、
定位放射線治療のいずれかの方針が選ばれている。また、聴力が保たれている症例も多くなり、
それぞれの方針における機能保存が診療上の大きな要因となってきた。古くから知られているよ
うに聴神経腫瘍患者における難聴の程度と腫瘍の大きさには相関はない事から考えて、聴力障害
は単に蝸牛神経への機械的圧迫が原因ではない。また、内耳性難聴を示す例も多いことから、腫
瘍から耳毒性のある物質が分泌されている可能性について取りざたされており、機能保存を考え
る上でも重要となってきた。本シンポジウムでは、各シンポジストの経験に基づいた手術時の技
術について紹介いただく一方で、上記の耳毒性およびその改善に関する基礎研究についても報告
いただくことになっている。

本腫瘍の手術における機能保存では先ず第一に顔面神経機能の保存が問題となるが、最近は手
術手技やモニタリングの進歩によってほとんどの例で可能となった。しかし、次なる課題である
聴力保存に関しては未だに難しいのが現状である。手術における有効聴力保存率はおおよそ 30
〜 70％と報告されているが、対象症例がまちまちであり評価は難しい。もちろん、かつては
ABR に頼っていた聴力の術中モニタリングの技術が進歩し、DNAP や CNAP といった活動電位
の監視が可能となって保存率が向上したのは確かである。また、刺激音源として蝸牛の広範囲を
刺激できる CE-Chirp 音の有用性も検討されている。

一方、経過観察では腫瘍の半数は長年にわたって増大せず、残りは程度の差はあれ徐々に増大
することがわかっているが、腫瘍の増大と聴力の悪化は必ずしも同期しない。長い目で見れば、
聴力障害は徐々に進行して行くと言って良く、比較的若い患者では聴力温存のために手術を行う
べきとする考えがあるが、手術における聴力保存率が十分高いとは言えないため、経過観察でで
きるだけ良い聴力を保つとの考えも一概に否定できるものでは無いだろう。

ところで、脳外科で手術を行った過半数が急性感音難聴で発症しているものの、診断が遅れて
腫瘍が大きくなっているという事実は耳科医にとっては耳が痛い話である。耳鼻咽喉科において
は古くから突発性難聴と思われた症例に一定数の聴神経腫瘍があることは良く知られた事実であ
り、突発性難聴では必ず腫瘍のスクリーニングを行うことをルーチンとしている医療機関もある。
しかし、実地医家などでは初期治療によって聴力改善が得られた症例では更なる精査が行われな
いことも多いかもしれない。やはり、急性発症の一側性感音難聴では本腫瘍の存在を常に念頭に
置いて診療に当たることが耳科医としての基本である。

最近の医学の潮流となっている分子生物学的手法やゲノム医療に関しては、ある種の抗腫瘍薬
が両側性聴神経腫瘍に有効であると報告された。未だ明らかな有効性を示せず認可には至ってい
ないが、本腫瘍の薬物治療への道を開いたと言えるかもしれない。また、冒頭に述べた腫瘍から
耳毒性物質が出ている可能性については、米国で基礎研究が行われ、腫瘍組織の遺伝子解析や物
質の同定が試みられてきた。また、韓国ではこのような物質の抗体の検索が行われている。今後、
基礎研究が進むことによって薬剤による腫瘍の制御や感音難聴の改善が可能となる日が来るかも
しれない。
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聴神経腫瘍医療における「早期発見、早期治療」 
―小・中型腫瘍に対する聴力温存手術の役割

‘Early detection, early treatment’ policy in the management of vestibular 
schwannoma: Role of hearing preservation surgery for small and 

medium-sized tumors

大石　直樹
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

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

The incidence of diagnosed sporadic unilateral vestibular schwannoma has increased since the 1970s 
primarily due to increasing access to MRI and has stabilized at about 19-20 tumors per million per year. 
There has been a clear trend that the hearing level at the first diagnosis has improved, and the tumor 
size has decreased considerably (Stangerup SE et al., 2010). The policy ‘Early detection, early treatment’ 
has been accepted in many areas of modern medicine, but there have not been many debates of applying 
such policy on the management of vestibular schwannoma. As most specialists agree that the chance of 
hearing preservation is significantly reduced for tumors with an extrameatal diameter of more than 15 
mm (Kanzaki J et al., 2003), the otologists and neuro-otologists, as specialists in the hearing, need to focus 
more on the preservation of hearing in the early-diagnosed vestibular schwannoma patients. 

When the ‘Early detection, early treatment’ policy is considered for such small or medium-sized tumors, 
the natural history of the disease is critical. There have been many reports on the natural history (tumor 
growth and hearing) in vestibular schwannoma patients. For intracanalicular tumors, about one-third of 
the cases grew, and conservative treatment failed in 15% out of 156 cases (Kirchmann M et al., 2017). For 
intra-extrameatal tumors, about 30% of the tumor experienced an increase in size. Regarding hearing 
function, the change in hearing over the years occurs much less in patients with 100% word recognition 
score (WRS) than in patients with even a minor loss of WRS: only 38% of the patients with WRS between 
90-99% at the first diagnosis maintained good hearing after ten years. Based on these data, the attempt of 
hearing preservation surgery should be considered in the cases of possible tumor progression and hearing 
deterioration, considering the systematic review on hearing preservation after radiotherapy for vestibular 
schwannoma. The review showed a clear trend of decreased hearing preservation extending to 10-year 
follow-up, which was only 23% at more than ten years after radiotherapy (Coughlin AR et al., 2018). 

The development of the intraoperative hearing monitoring system is mandatory to achieve hearing 
preservation in vestibular schwannoma surgery. Surgical treatment is generally associated with higher 
risks and reported hearing preservation is around 55% on average. Therefore, new equipment and 
methods of the more accurate hearing monitoring system are mandatory to achieve hearing preservation. 
The new system has recently been developed by measuring auditory evoked dorsal cochlear nucleus 
action potential (DNAP), and the usefulness of the system has recently been reported (Nakatomi H et al., 
2014; Caye-Thomasen P, 2017). Also, as a new sound used in the intraoperative monitoring system, a 
possibility of level specific CE-Chirp instead of click sound has recently been reported (Mastronardi L et 
al., 2018).

In this symposium, some of our cases of hearing preservation surgery using retrolabyrinthine approach 
with the aid of DNAP intraoperative hearing monitoring will be presented. A role of the new LS CE-
Chirp will also be discussed as a method of preoperative and intraoperative hearing evaluation.
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聴神経腫瘍の治療―現状と問題点・脳神経外科の立場から―
Current status and problems in vestibular schwannoma treatment

河野　道宏
東京医科大学　脳神経外科学分野

Michihiro Kohno
Department of Neurosurgery, Tokyo Medical University

脳外科の手術の中でも難度が高いとされる聴神経腫瘍の手術は、腫瘍の摘出とともに顔面神経機
能や聴機能の温存が求められ、良好な手術成績を得るためには熟練を要する。定位的放射線治療が
確立した地位を築いている現在、手術適応について厳密さを求められようになってきている。現在、
コンセンサスの得られている治療選択基準は、若年者や脳槽部の最大径が 25-30mm 以上の大型の
腫瘍には手術が、高齢者や全身麻酔のリスクの高い患者には放射線治療が、内耳道内腫瘍などの小
さい腫瘍には経過観察が適用されるのが一般的と考えられる。25mm 以下の中等大の腫瘍が、症例
ごとに治療方針の検討を要する対象となる。本発表では、聴神経腫瘍の治療、手術適応、機能温存
のためのポイントのみならず、聴神経腫瘍の診療の現状やその問題点につき解説する。

演者の手術実績は、2018 年 6 月の時点で 1235 例であり、平均年齢 44.1 歳、平均腫瘍径（脳槽部
の最大径）は 26.0mm である。脳幹を圧迫変形させている大きな腫瘍（Koos IV）がほとんどであ
り（72％）、96％のケースで外側後頭下進入法を用いている。手術成績は、平均腫瘍切除率は
96.9％で顔面神経の解剖学的温存率は 99.5％、機能的温存率（1 年後の House&Brackmann I・II）
は 98.0％、有効聴力温存率は 63.1％である。機能温存に欠かすことのできないのが、術中神経モニ
タリングであり、顔面神経モニタリングとして、フリーラン顔面筋電図・随意刺激顔面筋電図・持
続刺激顔面筋電図の 3 種類、聴機能モニタリングとして ABR（聴性脳幹反応）・CNAP（cochlear 
nerve action potential・蝸牛神経上の活動電位）の 2 種類をルーチーンに行っている。持続顔面神
経モニタリングの利点は、剥離操作中にもリアルタイムに顔面神経の障害を把握できることであり、

「真の顔面神経モニタリング」と言える。
聴神経腫瘍手術における機能温存のための重要なポイントは、持続顔面神経モニタリング、外側

後頭下到達法、機能温存のために必ずしも全摘に固執しないポリシー（再発防止のために内耳道内
は全摘）内耳道後壁の十分な開放、腫瘍摘出の 7 つの進入路と剥離の 3 プレーン、腫瘍の串刺しと
持ち上げ、サージセル ® コットン球を用いた止血のテクニック等であると考えている。

聴神経腫瘍の診療における問題点について触れる。当科のシリーズの分析によると、手術の適応
となる若い患者の大きな腫瘍というバイアスの元で、初発症状から正確な診断までの期間は驚くべ
きことに平均 2 年 9 ヶ月で、この理由として「突発性難聴」や「メニエール病」と診断されて
MRI が施行されなかったケースが極めて多いことが挙げられる。我々のシリーズにおいて、実に
過半数（52％）のケースが突発型の難聴で発症しており、このことが難聴の診療を担当する耳鼻咽
喉科医に意外に知られていないことも診断の遅れにつながっている可能性があると考えられる。こ
の他、手術後の聴力の改善、手術後の耳鳴りの予後、手術で温存された聴力の行方など、聴覚を専
門にされている先生方には興味あるデータを紹介したい。

最近の治療の動向としては、手術が治療の主体であった以前の時代から、定位的放射線治療や経
過観察といったオプションも加わり、治療を使い分けたり組み合わせたりしていかに治療成績を向
上させるかが問われる時代に移行しつつある。手術・放射線治療ともに治療に高い専門性が要求さ
れる分野であり、日本でも欧米のような「センター化」が加速していることから、専門医にセカン
ドオピニオン依頼や紹介を行うことが理想的と考えられる。
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聴神経腫瘍の基礎研究と遺伝子解析
Research in Vestibular Schwannoma

藤田　　岳
近畿大学医学部耳鼻咽喉科

Takeshi Fujita
Department of Otolaryngology, Kindai University Faculty of Medicine

聴神経腫瘍の 95％は聴力障害を示し、61％は前庭神経症状を呈する。さらに急性感音難聴を
呈して突発性難聴として治療された症例では約 3％に聴神経腫瘍を認めるとされ、耳鼻咽喉科医、
とりわけ耳科学会会員にとっては珍しい疾患ではないと思われる。経過観察・手術治療・放射線
治療の大きな 3 つの方針があることは周知の通りである。特に手術治療ついては、これまでに本
学会の諸先輩方や脳神経外科医の努力により、合併症が少なく機能を温存した腫瘍の摘出方法が
確立されてきた。

その一方で、聴神経腫瘍は基本的に前庭神経から発生する神経鞘腫であり、良性腫瘍であるた
めか、腫瘍発生・増大のメカニズムや薬物治療については「がん」と比べると着目されてこなかっ
たといえる。ところが神経線維腫症 II 型における両側性の聴神経腫瘍に対して、抗 VEGF

（vascular endothelial growth factor）抗体、Bevacizumab が腫瘍の縮小および聴力改善効果を
示すことが 2009 年に New England Journal of Medicine 誌に発表された。その他にも、近年に
なり様々な薬物療法の有効性やその基盤となる基礎研究が報告されてきている。

さらに聴神経腫瘍の聴力障害は、前庭神経鞘腫による聴神経の物理的な圧迫が原因であろうと
漠然と考えられている。しかしながら、① 腫瘍サイズと聴力の悪化は相関しない、② 腫瘍より
も末梢にある蝸牛コルチ器の障害もみられる、などの理由により、聴神経腫瘍による聴力障害は、
腫瘍による圧迫による影響だけではなく、蝸牛にダメージを与える他の原因もあるのではと考え
られている。

基礎研究が進み、薬物治療により聴神経腫瘍の増殖が制御されて、聴力悪化も抑制できるなら
ば、聴神経腫瘍患者のマネジメントにおいて聴力評価や前庭機能評価を専門とする耳科医の役割
は、より重要となることが期待される。

演者はこれまで、留学先で聴神経腫瘍による聴力障害や腫瘍増殖のメカニズムについて研究を
行ってきた。そして現在は次世代シーケンサーを用いて腫瘍組織の遺伝子解析を行っている。

本シンポジウムでは、これまで演者が行ってきた聴神経腫瘍に関する基礎研究を紹介するとと
もに、現在行っている聴神経腫瘍組織の遺伝子解析とこれからの研究プランについて報告したい。
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Potential medical treatment of vestibular schwannoma

Jong Dae Lee
Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Soonchunhyang University 

College of Medicine, Bucheon, Korea

Vestibular schwannoma (VS) is the most common tumor of the cerebellopontine angle and 
95% of patients with VS present with sensorineural hearing loss (SNHL). Our knowledge of the 
molecular biology of VS and the development of novel medical therapies for their treatment 
are increasing. Currently, there are no FDA approved drugs to prevent or treat VS or the 
associated SNHL. Although several anticancer drugs have been tested in VS, new medical 
therapies without toxicity are needed. Therefore, we investigated to identify novel hit 
compounds for potential inhibitors of VS growth using a cell-based screening assay.

VS cause SNHL by mechanically compressing the adjacent auditory nerve and cochlear 
dysfunction may be an important contributor to the hearing loss caused by VS. Recent re-
search has shown that VS-secrerted factors cause hair cell loss. We are investigating to find 
novel compounds for inhibiting ototoxic molecules of VS secretions using rat cochlear explant 
and our goal is to find a compound inhibiting both schwannoma growth and hearing loss in 
VS. Therefore, these kinds of compounds can be readily translated to further preclinical 
studies for VS.
Biography
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B.S. degree of Medicine from College of Medicine, Soonchunhyang University on 1997
M.S. degree of Medicine from Postgraudate School, Soonchunhyang University College of Medicine on 2007
PhD. degree of Medicine from Postgraduate school, Soonchunhyang University College of Medicine on 2010
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Korea: 2002-2006
Clinical Fellow, Department of Otorhinolaryngology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea: 2006-2007
Research Scholar,	 Eaton-Peabody	 laboratory,	 Massachusetts	 Eye	 and	 Ear	 Infirmary,	 Harvard	 Medical	 School,	 Boston,	
USA; 2014-2015
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パネルディスカッション１

耳科画像診断の未来 
―The future of imaging in otology― 

司会の言葉

大島　猛史 1、曾根三千彦 2

1 日本大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2 名古屋大学医学部　耳鼻咽喉科
Takeshi Oshima1, Michihiko Sone2

1Nihon University, 2Nagoya University

最近の耳科領域の画像診断技術の進歩は著しい。耳科手術では、内視鏡の導入により従来の顕
微鏡では死角となる部位が明視下におけるようになってきているが、画像技術の発展と耳科領域
への応用によって従来不可能であった部位の評価も可能となってきた。得られた画像所見を機能
に結び付けて評価し、診断および治療へと導くことが重要である。このパネルディスカッション
では、5 名のパネリストに最新の耳科画像診断について講演をお願いしてある。

正常な中耳機能を保つために耳管の役割は大きい。解剖学的にも機能的にも、中耳疾患の治療
を成功に導くために耳管の評価は重要である。近年は耳管そのものをターゲットとした手術も行
われており、画像検査も脚光を浴びている。耳管画像について平井良治先生に講演して頂く。耳
科手術にあたって、その適応も含めて術前画像評価は必須である。術者は画像所見を頭に描いて
実際の手術にあたるが、さらにリアルタイムな情報が得られる環境であればより好ましい。コー
ンビーム CT の導入により 3 次元画像評価が容易くなってきたが、移動式コーンビーム CT を用
いて術中評価を行う手法とその実際について山本典生先生に講演して頂く。MRI 導入に伴い内
耳領域の画像評価が行われていたが、その有用性が発揮され始めたのはこの 10 年程度である。
突発性難聴におけるMRI評価からメニエール病の病態である内リンパ水腫のMRIによる視覚化、
さらに耳科手術への応用について吉田忠雄先生に講演して頂く。

難聴は認知症との関連でも注目を浴びており、耳科の画像評価として聴覚中枢の情報もより重
要になってきている。聴覚に関連する脳機能解析の手法は幾つかあるが、それぞれの有用点とそ
の応用について大崎康宏先生に講演して頂く。さらに、本邦の 4 名のパネリストに加えて海外か
らハーバード大学の Stankovic 先生の講演も組まれている。Two photon fluorescence microsco-
py や micro optical coherence tomography の技法を用いて、蝸牛内のコルチ器や有毛細胞の画
像評価について興味深い内容が拝聴できよう。

5 名のパネリストからは、それぞれの領域の最先端の画像診断の紹介とともに未来への展望も
語って頂けることを期待している。このセッションが耳科学のさらなる発展の情報発信の機会と
なれば幸いであり、土井勝美会長が本パネルディスカッションを組まれた意図もそこにあると思
われる。
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パネルディスカッション１

耳管画像
Image of eustachian tube

平井　良治
日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科 

末広町ヒライ耳鼻咽喉科
Ryoji Hirai

Department of Otolaryngology- Head and Neck Surgery, Nihon University School of Medicine, 
Tokyo, Japan 

Suehirocho Hirai E.N.T.

耳管は中耳における換気、排出、病原体からの防御といった機能をもち、耳疾患に大きな影響を及ぼす臓器といえる。
耳管の特徴として、通常閉鎖しているが嚥下等で開大する。その大きな病態は、耳管の開大が障害する耳管狭窄症、耳管
の開放が長く開在する耳管開放症が挙げられる。

耳管は、顔面深部で、頭蓋底に隣接するため、生体においてのその形態評価は容易でなかった。画像技術の発達に伴い、
現在まである程度耳管も画像評価できるようになってきている。耳管の画像検査の目的はおおむね以下の 4 点である。

1．耳管機能（圧調節、換気、排泄能など）
2．管腔の走行 
3．周囲構造
4．Dynamic motion
1970 年に Parisier ら1）が鼓膜穿孔のある患者に対して Cine Xray で経鼓膜的にアミドトリゾ酸の造影剤を用いた耳管

の画像を報告している。これらにより耳管の解剖学的走行とともに排泄能が評価されるようになった。シンチグラフィー
では、1990 年代にイタリアの Paludetti ら2）は経鼓膜的に 77m Tc 標識ヒト血清アルブミンを用いて、耳管開在や排泄能を、
Karasen ら3）が 133 Xe gas でその換気能を評価できると報告している。

2003 年に Yoshida ら4）は CT を用いて耳管周囲の詳細な構造評価を行った。さらに座位と臥位との比較も行い、体位
変化が病態に大きく影響する耳管開放症の画像診断への道を開いた。Kikuchi ら5）は耳管開放症患者を対象に多くの座位
CT を撮影し、従来の機能検査に加えて画像検査でも耳管の病的開放状態を検出でき、診断に有効であることを示した。
さらに 3D 画像により耳管の走行を詳細に評価することに成功した。Ikeda ら6）は、座位 CT で開放耳管径を計測しこれ
が耳管機能検査（音響法）と相関があることを報告し耳管開放症の定量的評価を行った。

耳管の MRI は Naito ら7）が初めて報告した。Oshima ら8）はプロトン密度強調法で耳管周囲構造を明瞭に描出できるこ
とを報告した。MRI を用いて頸部圧迫により耳管周囲の翼突筋静脈叢の pooling が変化することを報告 9）している。さら
に STIR 法が耳管軟骨の描出に有用と報告している。

耳管の Dynamic motion については Dynamic MRI で試みられたが、現在まで耳管の能動的開大能を評価できる画像は
得られていなかった。2016 年に Jufas ら10）が 4D の CT にて映像を報告されている。

近年、Baloon tuboplasty など耳管手術が多く試みられるようになってきた。耳管手術を安全確実に行うためにはこれ
まで以上に耳管の画像情報が重要になってくると思われる。当科では耳管ピン挿入術を行っているが、術前に CT を施行
している。Ikeda ら11）は耳管鼓室口周囲の解剖を CT で詳細に評価している。このような試みは手術困難例への対応を可
能とし、また、術前に内頸動脈走行異常なども発見できると考える。

我々は耳管疾患に耳管周囲の翼突筋、耳管軟骨、翼突筋静脈叢に関する MR の評価を近年取り組み始めた。その知見
をパネルディスカッションで報告する。

【参考文献】
 1）Parisier SC, et al.: Laryngoscope. 1970; 80: 1201–11.   2）Paludetti G, et al.: ORL 1992; 54: 769. 
 3）Karasen RM, et al.: J Laryngol Otol 1999; 113: 509–11.   4）Yoshida H, et al.: ANL 2003; 30: 135–40. 
 5）Kikuchi T, et al.: Otol Neurotol. 2007; 28: 199–203.   6）Ikeda R, et al.: Otol Neurotol. 2016; 37: 908–13. 
 7）Naito Y, et al.: Am J Otolaryngol 1986; 7: 402–6.   8）Oshima T, et al.: Acta Oto-laryngol 2008; 128: 510–4. 
 9）Oshima T, et al.: Acta Otolaryngol 2007; 127: 693–9.  10）Jufas N, et al.: J Laryngol Otol 2016; 130: 1162–4. 
11）Ikeda R, et al.: Eur Arch Otorhinolaryngol
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耳科手術における術中 3D-CT
Intra-operative 3D-CT for the otologic surgery

山本　典生
京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

Norio Yamamoto
Department of Otolaryngoligy, Head and Neck Surgery 

Graduate School of Medicine, Kyoto University

3D-CT は Voxel 単位で収集される莫大な CT データを 3 次元構築して得られる画像である。
レンダリング後の立体的な対象物の観察や水平面や冠状断面だけでなく任意の面（Multi Planar 
Reconstruction、任意多断面再構成、以下 MPR）での観察を可能にする。特にヘリカルスキャ
ンからマルチスライス CT（MSCT）の登場により高速に多量の画像情報が収集されるようにな
り、かつ画像処理を行うプロセッサーの性能向上もあり普及してきている。応用分野としては、
3 次元画像による術前の造影血管や骨構造のシミュレーションなどに用いられている。耳科手術
においては 3 次元画像や MPR 画像は術前シミュレーションだけではなく、中耳奇形や希少疾患
における骨削開後の術中オリエンテーションの確認、様々な Prosthesis や人工聴覚器の位置確
認に応用可能と想像される。

一方、現在普及している MSCT では画像処理により X-Y 方向には等方性を確保しやすいが、
Z 方向（体軸方向）への等方性は確保しにくい。このため、得られた情報からの 3 次元画像や
MPR 画像の質はソフトウェアで補正されて確保されている。また、MSCT は術前のシミュレー
ションなどには問題ないが、術中の画像評価は設置スペースや可動性のなさの問題から現実的で
はない。

コーンビーム CT（CBCT）は、MSCT とは画像収集法が異なり、平面パネル（Flat panel 
detector, FPD）を用いて一度のヘッドの回転で画像を取集するため、撮影範囲は FPD やヘッド
の大きさで限定されてしまうが、画像の X-Y-Z 軸方向の等方性が確保される。このため 3 次元
画像や MPR 画像に関しては非常に優れた画質を提供できる。MSCT で採用されている直線型放
射線ディテクターと異なり、平面でシグナルを捉えるため放射線を効率的に捕捉でき、MSCT
と比べて低い実効線量で同質の画像を得ることができる。コントラストの解像度はコーンビーム
に伴う散乱線によるノイズのため MSCT ほどよくはないが、逆にこの特性から CBCT では金属
アーチファクトが少なくなる。このため、人工内耳などの人工聴覚器の入った側頭骨の撮影時に
は、電極やアクチュエーター、振動子の位置を詳細にとらえることができる。また、ヘッドの大
きさを小さくできるため比較的小さなサイズで機器を作成でき、省スペースでひいては可動性の
面でも問題が少ない。問題は、術中の CBCT 撮影を可能にするにはヘッドの回転軸を地面に水
平にしなければならないことだが、軽量で強度の強い素材を用いることによりこの問題が解決さ
れて移動式 CBCT も上梓された。

これらの性質を利用して我々は 2015 年から耳科手術のさまざまな 3 次元的な画像構築が必要
な場面で移動式 CBCT を用いてきた。人工内耳電極の挿入後に電極先が曲がっていないかどう
かはもちろんのこと、各電極が正円窓や挿入部から何度のところに位置しているか、電極が鼓室
階にあるか前庭階にあるか、人工内耳の磁石脱出例での非観血的な脱出整復時の磁石の状態、鼓
室形成術時のコルメラの状態、アブミ骨手術時のピストンの深度などの確認を術中に可能である
ことが分かった。移動式 CBCT はその取扱いやすさ、情報量、画像の質、低被ばく量などの特
徴から、耳科手術術中の 3 次元画像構築も含めた画像支援機器として有用であると考えられる。
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MRI による内耳画像診断
Imaging diagnosis of inner ear with magnetic resonance imaging

吉田　忠雄
名古屋大学

Tadao Yoshida
Nagoya University

近年、3 テスラ MRI の導入により MRI の分野では 2006 年に突発性難聴で内耳の高信号が見
られることが発表され、さらに翌年の 2007 年にはメニエール病においてガドリニウム鼓室内注
入 24 時間後に内リンパ水腫が見られることが報告された。その後 10 年以上経過しているが、撮
像法の改良や症例の積み重ねによって、より臨床に即した方法で鮮明な画像が得られるようにな
り、その所見の臨床的意義も徐々に明らかになってきた。突発性難聴は画像所見では内耳に異常
が認められないと考えられてきたが、MRI で内耳の高信号として画像所見を捉えることが可能
となった。3 テスラ MRI で Three dimensional fluid-attenuated inversion recovery（3D-FLAIR）
撮像を用いることにより、単純画像で約 2/3 の症例で患側内耳に高信号、その約半数に造影画像
でも高信号を認めた。単純画像での内耳の高信号は内耳の微量なタンパク質の増加を示す所見で
あり、造影効果は血管透過性の亢進や血液迷路関門の破綻を示唆する所見であると考えられる。
最近では内耳高信号の難聴の予後への関連、蝸牛前庭症状に関連について追試も多く行われてい
る。メニエール病では過去に画像所見による形態評価として前庭水管や内リンパ管の幅が小さい
傾向にあることが報告されてきたが、最近ではメニエール病の本態である内リンパ水腫の画像が
よく報告されている。ガドリニウム造影剤が外リンパに入ることを利用して内リンパと外リンパ
を区別する方法である。ガドリニウム造影剤を鼓室内投与または静脈内投与することにより外リ
ンパの造影効果、水腫のある内リンパは造影されない部分として黒く抜けて見える。内リンパ水
腫のない症例では通常蝸牛の内リンパ腔は非常に小さいため、蝸牛のほとんどが造影された状態
となる。現在ではソフトの改良により通常量のガドリニウム造影剤を静注し、4 時間後に内耳
MRI を撮影することで良好な外リンパ造影効果を得ることが可能となったため 3 テスラ MRI 装
置の普及とともに多くの施設で行われるようになった。メニエール病確実例ではほとんどの症例
に蝸牛や前庭に内リンパ水腫を認めることが分かり、健常耳では前庭の内リンパ水腫はほとんど
認めないことが明らかになった。また、突発性難聴でも画像で内リンパ水腫を認める症例はコン
トロールに比較して多くその対側の健常耳にも比較的高い割合で内リンパ水腫を認めることから
二次性の水腫の可能性だけでなく、内リンパ水腫が突発性難聴の原因となっている可能性も示唆
される。今後、MR 画像診断により突発性難聴の一部の病態を明らかにすることや症例に応じた
治療選択が可能となるかもしれない。

現在、内耳 MRI ではすべての症例で単純または造影 3D-FLAIR を行っているが、特に種々の
全身性自己免疫性疾患に伴う感音難聴での内耳評価、真珠腫性中耳炎の内耳瘻孔の評価には極め
て有用である。また、耳硬化症ではMRIによる内リンパ水腫評価を行っており、術前から前庭の
内リンパ腔のサイズを把握して手術に臨むことでより安全なアブミ骨手術を目指している。これ
までに MRI による内耳画像診断では内耳の高タンパクや血管透過性の評価、内リンパ水腫の評
価を可能とし臨床症状や所見との比較が行われてきた。今後、さらなる機器の高機能化や撮像法
の改善を期待しつつ、内耳の病態に応じた術式の選択やオーダーメイド治療を目指していきたい。
略歴
平成15年 3月		 名古屋大学医学部医学科卒業
平成15年 5月		 中部ろうさい病院研修医
平成21年10月		 名古屋大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科　医員
平成22年 7月		 フィンランド　タンペレ大学留学（客員研究員）
平成22年10月		 同　助教
平成28年10月		 同　講師
現在に至る
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パネルディスカッション１

脳機能画像
Functional imaging of the central auditory system

大崎　康宏
近畿大学医学部　耳鼻咽喉科

Yasuhiro Osaki
Department of Otolaryngology, Kindai University Faculty of Medicine

大脳には機能局在があり、音を最終的に知覚するのは側頭葉の聴覚野と考えられている。脳が
活動すると局所脳血流が増え糖代謝が亢進し、また神経の電気的活動が亢進する。ヒトの中枢聴
覚系を測定する方法は、神経活動による電位・磁場変化を電気生理学的に測定する脳波・脳磁図

（magnetoencephalography: MEG）、局所脳血流や代謝の変化を測定する PET・SPECT、機能
的 MRI（fMRI）、近赤外分光法（near infrared spectroscopy: NIRS）に大別される。

脳波・脳磁図では、以前から加算平均法を用いた聴覚誘発電位が研究されてきた。音刺激の約
100msec 後にみられる N100 は側頭葉の聴覚野の活動を反映するとされ、健常者だけでなく耳鳴
や難聴患者でも解析が行われた。数回に 1 回程度で提示音を異なる音に変えた場合、N100 に引
き続いて mismatch negativity（MMN）が生じ、音刺激の受動的予測を反映すると考えられて
いる。刺激への選択的注意に関する P300 とあわせて、聴覚情報の高次処理過程に関係した反応
を計測することができる。近年は、脳波・脳磁図の時間分解能が良いことを利用し、高速フーリ
エ変換や周波数フィルタなどの信号処理技術を用いて神経系の事象関連同期（synchronization）・
脱同期（desynchronization）を調べる解析法が広がりつつある。

脳血流を用いた方法としては、PET では 15O で標識された水を、fMRI では脱酸素化ヘモグロ
ビンの相対変化を用いて、音刺激などのタスクに伴う脳活動によって生じる局所脳血流変化を画
像化している。PET で用いる 15O- 水は半減期が短いため同一被験者で複数条件下の検査を反復
でき、人工内耳患者も含めて各種機能解析が行われてきた。fMRI は放射線を用いないため健常
者や難聴患者などで繰り返し測定を行いやすく、脳血流変化を調べる研究の主流になっている。
同様に脳血流変化を測定する NIRS では、頭表に近赤外光の送光部・受光部を 3cm 程度離して
設置することで、その間の脳表における酸素化・脱酸素化ヘモグロビンの相対的変化を捉えてい
る。送光部・受光部を格子状に設置することである程度の面積を調べることができるが、fMRI
等と比較すると空間解像度はかなり低い。しかし時間分解能は比較的良好で、人工内耳装用中で
も測定できる利点がある。

PET は脳血流だけでなく、18F-Fluorodeoxyglucose（FDG）を用いて糖代謝を調べることがで
きる。脳血流同様に聴覚タスク時の脳活動に伴う糖代謝を調べることもできるが、18F は半減期
が長いため同一被験者での反復測定に向かない。一方で、聴覚刺激を与えない安静時の糖代謝を
測定することで、例えば長期に難聴が続いた患者群では聴覚野の糖代謝が健常者より低下してい
るなど、音刺激時の脳血流変化を調べる研究とは異なった切り口の研究を行うことができる。ま
た PET は用いるトレーサを変更することで脳内のアミノ酸代謝や神経伝達物質の画像化ができ、
近年は PET でしかできない機能解析で用いられることが増えている。

ヒトには上記のような研究手段があるが、近年 PET や MRI 装置が小型化し、ラットなどの
小動物でも脳機能解析が進みつつある。一般的に装置のガントリー径が小さいと解像度が高くな
り、例えば大阪大学に設置されている小動物用 PET では視野中心にて約 1.1mm の空間分解能が
得られている。動物では種々の難聴や耳鳴モデルが存在するため、それらの解析からヒト難聴疾
患への還元が期待される。
略歴
平成11年		 	 	 	 大阪大学医学部卒、大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科へ入局
平成12年-16年	 	 大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科
平成16年-18年	 	 米国マウントサイナイ医科大学（Mount	Sinai	School	of	Medicine）神経生理学（Neurophysiology）へ留学
平成18年-22年	 	 大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科　助教
平成22年から		 	 香川大学医学部耳鼻咽喉科　助教
平成24年から		 	 八尾市立病院　耳鼻咽喉科　部長
平成25年から		 	 市立吹田市民病院　耳鼻咽喉科　部長
平成27年から		 	 大阪府立母子保健総合医療センター　耳鼻咽喉科　副部長
平成29年から		 	 大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　助教
平成30年から		 	 近畿大学医学部　耳鼻咽喉科　講師
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パネルディスカッション１

Toward Optical Imaging of Cells in the Inner Ear

Konstantina M. Stankovic
Department of Otolaryngology, Harvard Medical School/Massachusetts Eye and Ear, Boston, 

Massachusetts, the United States of America

Purpose of the study: The mammalian cochlea has historically resisted attempts at high-
resolution, non-invasive imaging due to its small size, complex three-dimensional structure, and 
embedded location within the temporal bone. As a result, little is known about the relationship 
between an individual’s cochlear pathology and hearing function, and otologists must rely on 
physiological testing and imaging methods that offer limited resolution to obtain information 
about the inner ear prior to performing surgery. To address this unmet medical need, we 
have studied the utility of two optical imaging modalities: two photon fluorescence microscopy 
(TPFM) and micro optical coherence tomography (µOCT).
Materials and methods: To determine whether TPFM and µOCT are capable of resolving 
mammalian intracochlear anatomy, fixed, unstained mouse and guinea pig inner ears were 
imaged as whole temporal bones with cochlea in situ. To corroborate these studies, intact 
human temporal bones were imaged using synchrotron radiation phase contrast imaging (SR-
PCI).
Results: TPEF exhibits strong contrast allowing cellular, and even subcellular resolution, and 
detection of specific, noise-induced pathologic changes in cochlear hair cells and nerve fibers 
imaged in situ, through a membranous round window. µOCT allows visualization of anatomical 
structures such as the tunnel of Corti, space of Nuel, modiolus, scalae, and cell groupings, in 
addition to individual cell types such as neuronal fibers, hair cells, and supporting cells. 
Visualization of these structures, via volumetrically-reconstructed image stacks and endoscopic 
perspective videos, represents an improvement over previous efforts using conventional OCT. 
SR-PCI resolves the cytoarchitecture of the bone-encased sensory epithelium within the inner 
ear with unprecedented levels of cellular detail for an intact, unstained specimen, and is 
capable of distinguishing between healthy and damaged epithelium.
Conclusion: Our results demonstrate that the round window provides a useful access to the 
cochlea through the middle ear, and they motivate future development of new and efficient 
diagnostic tools based on two-photon and µOCT micro-endoscopy. While such tools are being 
developed for use in vivo, SR-PCI has the future potential to replace histology as a gold 
standard for evaluating intracochlear structural integrity in human specimens post mortem.
Biography
Konstantina	M.	 Stankovic,	MD,	 PhD,	 FACS	 is	 a	Harvard-trained	 ear	 and	 skull	 base	 surgeon	 and	 a	MIT-trained	 auditory	
neuroscientist.	She	is	the	Chief	of	the	Division	of	Otology	and	Neurotology,	and	holder	of	the	Sheldon	and	Dorothea	Buckler	
Chair	in	Otolaryngology	at	Massachusetts	Eye	and	Ear,	and	is	an	Associate	Professor	of	Otolaryngology	at	Harvard	Medical	
School.	In	addition	to	her	clinical	duties,	she	directs	a	basic	science	laboratory	focused	on	improving	diagnosis	and	therapy	
of	sensorineural	hearing	loss	by	combining	molecular	biology	with	biotechnology.
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パネルディスカッション２

人工中耳医療の未来 
―The future of middle ear implant―

司会の言葉

東野　哲也
宮崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

Tetsuya Tono
Department of Otolaryngology, University of Miyazaki

我が国の人工中耳医療の歴史は、愛媛大学と帝京大学でリオン型人工中耳の臨床試験が開始された 1984 年に溯
る。これは世界に先駆けて進められた本邦オリジナルのプロジェクトで、1993 〜 2005 年の間に高度先進医療とし
て全国数施設で延べ 100 例以上の埋込術が行われ、現在なお 20 年を超える装用者が実在する。その意味で日本は
人工中耳先進国と云える。このリオン型人工中耳は鼓室形成術後に残る気骨導差のために実用聴力に至らない伝音
〜混合難聴患者を主な対象として開発された経緯があることから、リオン社の撤退以降それに替わるデバイスが待
ち望まれていた。10 年後となる 2015 年、リオン型と略同等の適応範囲を引き継ぐ形で Vibrant Soundbridge（VSB）
が薬事承認され、2016 年に保険診療に組み込まれたことは、我が国の歴史的背景からみても自然な流れと考える。

ただ、開発当初のコンセプトは両デバイスで大きく異なり、リオン型が圧電式振動子をハイドロキシアパタイト
製耳小骨を介してアブミ骨（上部構造または底板）を駆動する方式をとったのに対し、VSB では正常連鎖のキヌ
タ骨長脚にクリップする電磁式振動子（FMT：floating mass transducer）として感音難聴者用に開発された経緯
がある。VSB はその後、ヨーロッパを中心に振動子の正円窓設置の有効性が実証され、伝音〜混合難聴への適応
が一挙に拡大した。現在では種々のカップラーが認可され、FMT を組み込んだ伝音再建という意味で「vibroplasty」
という用語が使用されている。

本パネルでは、我が国における人工中耳医療の現状として、本邦で認可されている唯一の人工中耳デバイス
VSB の手術経験が豊富な 5 名のパネリストに、人工中耳の適応評価や各種 vibroplasty の具体的な手技について症
例提示をお願いした。伝音〜混合難聴については日本耳科学会から松田圭二会員と齋藤和也会員に慢性中耳炎病態、
岩崎 聡会員と日高浩史会員に先天性外耳道閉鎖症を担当頂く。また、韓国耳科学会からは Prof. Jae Young Choi
に韓国における人工中耳医療の現状、とくに感音難聴に対する VSB の経験について述べて頂き、今後我が国での
適応拡大に向けた議論に繋げたい。

本パネルには共同司会者として、ドイツから Prof. Joachim Müller が招かれている。我が国への VSB 導入時期に、
数多くの耳科学会員が彼の情熱と技術指導に触れた経験をお持ちのことと推察する。その意味で、我が国の人工中
耳医療が再開されたこのタイミングで、彼と本パネルを共有させて頂くことは大変名誉なことである。幼小児や一
側性伝音難聴への適応、骨導インプラントとの使い分け等、我が国で今後検討すべき問題は多数残されている。ド
イツの人工中耳医療事情を踏まえた彼の助言を賜りながら、我が国の人工中耳医療の将来展望について議論を深め
たい。

Panel Discussion on Current Status of Middle Ear Implantation and Its Future Direction

Moderators:
Tetsuya Tono (University of Miyazaki)
Joachim Müller (Ludiwig-Maximilians-University, Germany)

Panelists and the topics for discussion:
1) Keiji Matsuda (University of Miyazaki), Middle ear implantation in chronic ears: Round window 

vibroplasty.
2) Kazuya Saito (Kindai University), Middle ear implantation in chronic ears: Oval window vibroplasty.
3) Satoshi Iwasaki (International University of Health and Welfare Mita Hospital), Middle ear implantation in 

congenital aural atresia: Clip-Coupler vibroplasty.
4) Hiroshi Hidaka (Tohoku University), Middle ear implantation in congenital aural atresia: Round window 

vibroplasty via retrofacial approach.
5) Jae Young Choi (Yonsei University, Korea), Middle ear implantation in sensorineural hearing loss; The 

Korean experiences.
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パネルディスカッション２

慢性炎症耳に対する人工中耳手術：正円窓アプローチの手技その適応
Middle ear implantation in chronic ears/atelectatic ears:  

Round window approach

松田　圭二
宮崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

Keiji Matsuda
University of Miyazaki, Department of Otorhinolaryngology-head and neck surgery

本邦では、中〜高度の伝音・混合性難聴が VSB の適応になる。欧米では当初、感音難聴に対
する手術療法（解剖学的に正常な耳小骨に振動子をクリッピングする）として承認されたが、
2006 年 Colletti（1）により振動子の正円窓留置の有効性が報告されると、伝音・混合難聴にも
適応が拡大された。日本の治験では、この正円窓留置方式が採用され、通常の鼓室形成術では気
骨導差の改善が得られなかった難治性中耳炎、鎖耳などへの有効性が検証された（2）。その後、
卵円窓アプローチ、アブミ骨への Vibroplasty-Clip-Coupler 使用も可能になり現在に至っている。

比較的高齢の慢性炎症耳による難聴者へ聴力改善手術を行う際よく問題となるのは、骨導閾値
上昇により、本来、伝音難聴を示す疾患でも多くが混合難聴を呈している事である。手術で伝音
難聴が解消されても尚難聴が残り、補聴器装用を前提とした手術計画を立てる必要があった。ま
た、含気が不良でアブミ骨上部構造の消失や可動性制限がある場合、気骨導差の解消は困難であ
る。VSB は、機種特性として 500, 1000, 2000Hz の中音域の改善に優れており、このような混合
難聴例に良い適応がある。術前骨導閾値は、500Hz（0~45dB）、1000Hz（0~50dB）、2000Hz

（0~65dB）、4000Hz（0~65dB）の範囲内である必要がある。また骨導がこの範囲でも最高語音
明瞭度が 70％程度以上に保たれていないと手術後の実用聴力は期待できない。

手術で振動子（FMT）を留置する際、活動性の炎症があってはならない。根治術後の開放乳
突腔の感染や耳後瘻孔の残存等では、予め耳漏を止める準備手術を要することがある。手術中、
正円窓膜の外側に残る肉芽や瘢痕組織を注意深く取り除き、FMT が入るベッドを作成、正円窓
膜と FMT を隙間なく接合させる必要がある。
Case presentation

A 75-year-old female presented with old radicalized ear on the left side and chronic perforated 
otitis media on the right side. The left eardrum was totally adhesive and open mastoid was 
exposed on post-auricular fistula. She has worn a hearing aid on the right side at the age of 60. 
There was an air-bone gap of 35dB HL with almost normal inner ear function on the left side. 
Surgical closure of the post-auricular fistula was prepared for the implantation. Ten months 
later, the FMT was placed in the RW niche via posterior tympanotomy. Optimal FMT-RW 
membrane coupling is achieved by placing a coupler on the FMT. The postop VSB-aided AC 
threshold improvement (0.5-4kHz) was 46.2dB HL.
文献
 1）Colletti V, Soli SD, Carner M, et al: Treatment of mixed hearing losses via implantation of a 

vibratory transducer on the round window. International journal of audiology 45: 600–608, 
2006.

 2）土井勝美、神崎　晶、熊川孝三、他：VIBRANT SOUNDBRIDGE 国内臨床試験の有効性と安
全性の評価．日耳鼻 118: 1449–1458, 2015.

略歴
1989年 3月	 	 宮崎医科大学医学部卒業
1989年 6月	 	 宮崎医科大学医学部附属病院医員（研修医）
2001年 4月	 	 米国ノースウエスタン大学聴覚生理研究室留学（～2003年3月）
2010年 4月	 	 宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科（博士課程）担当
2011年10月	 	 宮崎大学医学部附属病院准教授
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パネルディスカッション２

慢性炎症耳に対する人工中耳手術：卵円窓アプローチの手技とその適応
Middle ear implantation in chronic ears:  

Oval window vibroplasty

齋藤　和也
近畿大学医学部　耳鼻咽喉科

Kazuya Saito
Department of Otolaryngology, Kindai University, Faculty of Medicine

本邦において、伝音難聴・混合性難聴に対する人工聴覚器システムとして、現在本格的に臨床
導入されているのは、BAHA（Bone Anchored Hearing Aid®：コクレア社）と、VSB（Vibrant 
Soundbridge®：メドエル社）の 2 種類である。BAHA は VSB に先立ち、2013 年に保険承認を
得て手術可能となって以降、鼓室形成術で聴力改善困難であった例や両側外耳道閉鎖例に施行し
てきた。Liner Incision Technique で行う本手術は、手技が比較的容易である一方、長期の経過
でチタン性骨導端子周囲の肉芽の増成や感染などのトラブルが起こりやすく、こまめなケアが必
要とされる。一方で、2017 年 2 月から機器の供給が開始となった VSB は、人工内耳と同様、イ
ンプラントとオーディオプロセッサーが皮膚を介して磁石で接合されるため、審美性にも優れ皮
膚トラブルも少ない。また、中高音域の改善にすぐれているため、当科では両者の適応基準に当
てはまる場合は、積極的に VSB を選択するようにしている。

VSB 手術は、FMT（Floating Mass Transducer）と呼ばれる長さ 2.3mm、直径 1.8mm の振
動子をキヌタ骨やアブミ骨に装着し、VORP（Vibration Ossicular Prosthesis）として使用する
方法と、正円窓膜に留置する RWV（Round Window Vibroplasty）、卵円窓に留置する OWV（Oval 
Window Vibroplasty）がある。2012 年から 2014 年に国内で実施された他施設臨床治験では
RWV が行われ、良好な結果を得ることができた。RWV では、FMT を留置するスペースを確保
するにあたり、正円窓膜上の突出部や底部を削開する必要がある。しかし、中には正円窓周囲の
骨化や瘢痕組織により正円窓膜がはっきり確認できない場合もあり、そのような症例では、不用
意な操作によって正円窓膜の損傷から感音難聴を生じるリスクが常につきまとう。また、高位頸
静脈球により FMT の留置スペースを確保できない場合もあり、術前の十分な評価も必要である。
そこで、保険承認以降は、必ずしも RWV にこだわらず、可能であれば OWV を、アブミ骨上部
構造が残っていれば Vibroprasty-Clip-Coupler を用いてアブミ骨へ FMT を固定するようにして
いる。卵円窓に FMT を留置する場合は固定が不安定であるため、FMT と鼓膜との間に軟骨板
を挟み込み、ずれを防止するよう工夫している。いずれの場合も必ずアブミ骨を軽く触り、
round window reflex の確認を心掛けている。
Case Presentation

A 44-year-old male. Tympanoplasty was performed on both sides because of cholesteatoma. 
However, he still had conductive hearing loss of 60dB on both sides, without significant 
improvement of hearing. He started to wear a hearing aid in the right ear, but it was not 
effective because of open mastoid. BAHA was implanted on left side at the age of 41, but it 
became difficult to use it due to the granulation around the implant, VSB implantation was 
performed in the left ear. The RWM could not be confirmed due to scar, and the stapes 
superstructure disappeared. Thus we selected OWV (Oval Window Vibroplasty) in this case.
略歴
2003年	 	 近畿大学医学部卒業
	 	 近畿大学医学部耳鼻咽喉科研修医
2005年	 	 近畿大学医学部耳鼻咽喉科助教
2011年	 	 近畿大学医学部講師
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パネルディスカッション２

鎖耳に対する人工中耳手術：卵円窓アプローチの手技とその適応
Middle ear implantation to meatal atresia:  

surgical technique and indication 

岩崎　　聡、高橋　優宏
国際医療福祉大学三田病院

Satoshi Iwasaki, Masahiro Takahashi
International University of Health and Welfare Mita Hospital

先天性外耳道閉鎖症は小耳症などの変形耳介に外耳道の閉鎖、耳小骨連鎖の異常による伝音難聴を伴う疾患である。
発症頻度は 10,000 〜 20,000 人に 1 人とされており、その 1/3 が両側性と言われている。外耳道閉鎖症に伴う伝音難
聴に対する治療法として、外耳道形成術と骨導補聴器による補聴とが挙げられる。外耳道形成術は外耳道の感染や再
狭窄などにより一旦改善した聴力も再び悪化することがしばしばみられる。そのため骨導補聴器を装用することにな
るが、審美的な問題で使用を断念する患者も多い。最近新たな補聴手段として人工中耳 Vibrant Soundbridge（VSB）
手術が外耳道閉鎖症に対して実施され始めている。我々は外耳道形成術を行った耳と行なっていない耳に対して
VSB 手術を実施した症例を経験したので、それぞれの術式とその適応と課題について議論したい。
Case

55 years old, male. He had underwent meatoplasty and otoplasty at the 7 times totally since 12 years old for 
bilateral comgenital aural atresia. Otoplasty was performed bilaterally, but meatoplasy was performed in the right 
ear only. Figure 1 is preoperative audiogram revealed bilateral conductive hearing loss. He started wearing 
hearing aid on the left ear when he was high school student, but after that, it was difficult to wear the hearing aid 
because of re-stenosis of EAC. So he changed to wear the bone conductive hearing aid of glasses type. He suffered 
from wearing the bone conductive hearing aid because of cosmetic problem and instability of sound. We selected 
vibroplasty of Vibrant Soundbridge (VSB) in his left ear and good speech discrimination score and threshold level 
could be got. Therefore, we also performed the vibroplasty of VSB in the right ear. Oval Window Vibroplasty of 
VSB in the left ear with meatoplasty: Round window approach was difficult because of overhang of facial nerve 
and ossification of RW membrane. FMT was connected with stapes and covered with fascia and cartilage. 
Tympanic membrane was connected with cartilage. Vibroplasty of VSB with clip-coupler in the right ear without 
meatoplasty: Malleus and incus complex was removed. Clip-coupler with FMT was connected with stapes and 
FMT was just attached with tensor tympani. FMT was not covered with fascia and cartilage. 

略歴
1986年	 	 	 	 	 三重大学医学部卒業
1986年	 	 	 	 	 浜松医科大学耳鼻咽喉科入局
1998年	 	 	 	 	 米国ハウス耳科学研究所留学
2000年	 	 	 	 	 浜松医科大学耳鼻咽喉科講師
2010年	 	 	 	 	 信州大学医学部人工聴覚器学講座　教授
2013年 8月～	 	 国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科　教授
	 	 	 	 	 信州大学医学部客員教授
2016年から聴覚・人工内耳センター長も併任
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パネルディスカッション２

鎖耳に対する人工中耳手術：正円窓アプローチの手技とその適応
Vibrant Soundbridge Implantation via a Retrofacial Approach in a Patient 

with Congenital Aural Atresia

日高　浩史 1、池田　怜吉 1,2、宮崎　浩充 1,2、香取　幸夫 1、小林　俊光 2

1 東北大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室、2 仙塩利府病院　耳鼻咽喉科・耳科手術センター
Hiroshi Hidaka1, Ryoukichi Ikeda1,2, Hiromitsu Miyazaki1,2, Yukio Katori1,  

Toshimitsu Kobayashi2
1Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Tohoku University  

Graduate School of Medicine, Sendai, Miyagi, Japan 
2Sen-En Rifu Otologic Surgery Center, Miyagi-gun, Miyagi, Japan

Congenital aural atresia (CAA) represents a disease spectrum predicated on the 
embryological development of the first and second branchial apparatus. The prevalence of 
aural atresia is approximately 1 in 10,000 to 20,000. It is not only due to the congenital 
malformation or absence of the external auditory canal (EAC) but also represents an 
underdevelopment of the whole temporal bone including any deformity. CAA usually results 
in conductive hearing loss with a maximum air-bone gap of approximately 50 to 60dB. Both 
Bone Anchored Hearing Aids (BAHA) and the Vibrant Soundbridge (VSB, MedEL, Innsbruck, 
Austria) have been recently considered as alternatives or adjuncts to atresiaplasty.

The VSB is a semi-implantable hearing aid with an external audio processor and internal 
implant that includes the floating mass transducer (FMT). Although FMT has been 
conventionally attached to a variety of middle ear structures in patients with conductive or 
mixed hearing loss, dislocation of the facial nerve or absence of a mobile stapes would result in 
unfavorable outcomes. Specifically, it is difficult to establish stable contact with a FMT if the 
stapes are fixed, rudimentary and unidentified. Comparable benefits from round window (RW) 
FMT placement have recently been reported. Specifically, retrofacial access to the RW would 
be suitable to avoid a potentially aberrant facial nerve in cases of CAA. However, the surgical 
technique of VSB placement using this retrofacial access to the RW has yet to be established 
other than sporadic case series without detailed description.

Here, we present VSB placement to the RW via the retrofacial approach. Specifically, partial 
transaction of the stapedial muscle can be feasible alternative in CAA cases associated with an 
anteriorly and laterally positioned aberrant FN. Preoperative assessment using 3D CT may 
facilitate the feasibility of the approach and implantation of VSB.
略歴
1993年	 	 東北大学医学部卒業、同耳鼻咽喉・頭頸部外科入局
1998年	 	 東北大学大学院修了
1999年	 	 いわき市立総合磐城共立病院耳鼻咽喉科、医長
2003年	 	 米国ジョンス・ホプキンス大学留学
2006年	 	 仙台医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科
2007年	 	 いわき市立総合磐城共立病院耳鼻咽喉科、主任科長
2009年	 	 東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科、講師
2014年	 	 同、准教授
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パネルディスカッション２

Active middle ear implant in Korean Otologic Society

Jae Young Choi
Department of Otorhinolaryngology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

The Vibrant Soundbridge (VSB) is an alternative treatment option for various forms of hearing 
loss. In patients with sensorineural hearing loss, VSB can give much benefit in hearing loss of 
high frequency area. Recently, the indications of the VSB have expanded to the patients with 
mixed hearing loss who could not benefit from conventional hearing aids. Especially, coupling 
the floating mass transducer (FMT) to the round window is useful technique which can be 
applied without limitation of middle ear condition. 

VSB was approved Korean FDA in 2012 and VSB for sensory-neural hearing loss was partially 
covered by national insurance. Until now, more than 300 cases of VSB were implanted in Korea. 
In this topic, I will discussed the ideal indications of VSB and several surgical issues for VSB 
implantation.

Biography
Yonsei	University	College	of	Medicine,	Seoul,	Korea,	MD,	1992
The	Graduate	school,	Yonsei	University,	Seoul,	Korea,	MS,	2001
The	Graduate	school,	Yonsei	University,	Seoul,	Korea,	PhD,	2005
Postdoctorial	fellowship,	Stanford	University,	USA,	2005-2007



日本耳科学会教育セッション

CI2004の標準化と人工聴覚器装用のための語音聴取評価検
査HI2018検討ワーキンググループ報告
10月４日（木）14：30～16：00　第３会場

薬剤性難聴ワーキンググループ報告 
10月４日（木）16：00～17：00　第３会場

小児急性中耳炎診療ガイドライン委員会報告 
10月４日（木）17：00～17：10　第３会場

用語委員会報告 
10月４日（木）17：10～18：10　第３会場

側頭骨臨床解剖教育ワーキンググループ報告 
10月５日（金）  9：40～11：10　第３会場

側頭骨組織病理研究教育ワーキンググループ報告 
10月５日（金）11：10～12：10　第３会場

3D画像研究会セッション

3D画像研究会 
10月６日（土）10：40～11：40　第３会場
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日本耳科学会教育セッション

人工聴覚器評価検査の標準化〜 HI2018 に向けて〜 
―CI2004 の標準化と人工聴覚器装用のための語音聴取評価検査 

HI2018 検討ワーキンググループ報告―

東野　哲也 1、井脇　貴子 2、宇佐美真一 3

1 座長、国内学術担当理事（宮崎大）、2 副座長（愛知淑徳大）、3 国内学術担当理事（信州大）

【WG 報告】
iPad ベースの CI2004 検査（西尾信哉）、正常者での成績（井脇貴子）、成人人工内耳装用者で

の成績（熊谷文愛）、小児人工内耳装用者での成績（赤松祐介）、人工中耳装用者での成績（松田
悠佑）、補聴器装用者での成績（八重樫恵子）、EAS 装用者での成績（對馬　結）

【WG 活動内容】
近年の医療技術および工学技術の発達により、人工内耳や人工中耳といった人工聴覚器が開発

され、従来では補聴困難であった症例に関しても十分な聴力閾値までの補聴が可能となってきた。
これらの人工聴覚器の有効性を評価するための検査として、一般的には装用下閾値検査が用いら
れるが、これに加えて、より日常生活の質（ADL）を反映する指標として日本語の聞き取り能
力を評価する「語音聴取評価検査」が用いられることが多い。

日本語における「語音聴取評価検査」としては、いくつかの検査が開発され用いられてきたが、
主として補聴器装用者の効果を評価することを目的に開発された検査が多く、近年著しく発展し
ている人工聴覚器の有効性を適切に評価可能な手法の確立が求められていた。日本耳科学会人工
内耳研究会では人工内耳装用のための語音聴取評価検査として CI2004（試案）を開発し公開を
行ってきたが、①大規模コントロールによる標準化がなされていない点、②開発された当初と比
較し、人工内耳コード化法の改善や残存聴力活用型人工内耳などの新しいデバイスの実用化によ
る聴取能の改善が著しく、天井効果により測定困難な検査項目がある、③人工中耳のように人工
内耳の適応と比較すると軽度の症例に対しても評価可能な検査がもとめられる、など現状に即さ
なくなっている部分も生じていることより、わが国における日本語「語音聴取評価検査」の標準
化が求められていた。

日本耳科学会「CI2004 の標準化と人工聴覚器装用のための語音聴取評価検査 HI2018 検討
WG」では、時代にマッチしたテストバッテリーの作成に向けて討論およびデータの収集を行っ
ている。

本セッションでは検査の標準化に向けた取り組みの内容と WG メンバーから収集されたデー
タを以下のように呈示していただき、人工聴覚器の有効性を評価するための指標としての有用性
に関して紹介していただく予定である。

【CI2004 の標準化と人工聴覚器装用のための語音聴取評価検査 HI2018 検討 WG】
東野哲也（座長・宮崎大）、井脇貴子（副座長・愛知淑徳大）、武田英彦（虎の門病院）、羽藤
直人（愛媛大）、佐藤宏昭（岩手医大）、樫尾明憲（東大）、茂木英明（信州大）、中島崇博（宮
崎大）、城間将江（国際医療福祉大）、高橋信雄（鷹の子病院）、熊谷文愛（虎の門病院）、對馬 
結（信州大）、松田悠佑（宮崎大）、八重樫恵子（岩手医大）、赤松祐介（東大）、米本　清（岩
手県立大）、天野成昭（愛知淑徳大）、西尾信哉（信州大）、坂本修一（東北大電気通信研究所）、
担当理事：東野哲也（宮崎大）、宇佐美真一（信州大）
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日本耳科学会教育セッション

薬剤性難聴の予防に向けて 
―薬剤性難聴ワーキンググループ報告―

宇佐美真一 1、石川浩太郎 2、東野　哲也 3

1 座長、国内学術担当理事（信州大）、2 副座長（国リハ）、3 国内学術担当理事（宮崎大）

【WG 報告】
薬剤性難聴とミトコンドリア遺伝子変異（宇佐美真一）、わが国におけるアミノ配糖体抗菌薬

使用の実際（石川浩太郎）、一般住民、難聴者における頻度と予防（佐々木亮）、ミトコンドリア
遺伝子変異の簡便スクリーニング検査（平塚真弘）

【WG 活動内容】
ストレプトマイシンを始めとするアミノ配糖体抗菌薬は広い抗菌スペクトルを持ち比較的安価

であることから現在でも広く使用されているが、アミノ配糖体抗菌薬には「ストマイ難聴」といっ
た言葉に代表されるように耳毒性、腎毒性といった副作用がある。わが国では使用頻度はかなり
減ってきているとは言え、アミノ配糖体抗菌薬の抗結核菌作用、抗緑膿菌作用、抗 MRSA 作用
などを期待して、わが国では NICU、重症感染症などを中心に現在でも臨床現場で使用されてい
る。

難聴は非可逆的で一旦難聴を来たすと残念ながら難聴の回復は困難である。中等度難聴に関し
ては補聴器が、また補聴効果の認められない高度難聴に関しては人工内耳が適応となる。ミトコ
ンドリア m.1555A>G や m.1494C>T 変異を持つ場合には、アミノ配糖体抗菌薬に対し感受性が
高くなることが知られており、遺伝学的検査によりこれらの変異が同定された場合には、アミノ
配糖体抗菌薬を避けることで、罹患者の場合には難聴の進行を、非罹患の同胞や親族の場合には
高度難聴の発症を予防できるというメリットがある。これら変異の同定された家系に対して積極
的情報提供を行うとともに、薬物カードを配布して予防に努めることが重要である。

本セッションでは、現在薬剤性難聴 WG で検討している、1）薬剤性難聴とミトコンドリア遺
伝子変異の関連、2）わが国におけるアミノ配糖体抗菌薬使用の実際、3）一般住民および難聴者
における頻度、についてデータを呈示していただき、4）ハイリスク患者をスクリーニングする
迅速キットの開発について紹介していただく予定である。

【薬剤性難聴ワーキンググループ】
宇佐美真一（座長・信州大）、石川浩太郎（国リハ・副座長）、佐々木亮（弘前大）、小林有美
子（岩手医大）、高橋優宏（国際医療福祉大）、茂木英明（信州大）、菅谷明子（岡山大）、松田
圭二（宮崎大）、我那覇章（宮崎大）、西尾信哉（信州大）、平塚真弘（東北大薬学部）、担当理
事：東野哲也（宮崎大）、宇佐美真一（信州大）
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日本耳科学会教育セッション

小児急性中耳炎診療ガイドライン 2018 年版について 
〜主な変更点とその背景〜 

―小児急性中耳炎診療ガイドライン委員会報告―

林　　達哉、宇野　芳史、喜多村　健、工藤　典代、澤田　正一、泰地　秀信、髙橋　吾郎、
髙橋　晴雄、橋本　　省、保富　宗城、矢野　寿一

小児急性中耳炎診療ガイドライン作成委員会

「小児急性中耳炎診療ガイドライン 2018 年版」が 5 月末に発刊された。2006 年の初版から数
えて 4 代目のガイドラインとなる。耐性菌の増加に起因する小児急性中耳炎の難治化に敢然と立
ち向かったのが初版だった。当時熱望した、新規抗菌薬や肺炎球菌ワクチンは現実のものとなり、
ガイドラインに則った適切な治療の普及によって、往時に比べると疾患は制御しやすくなったと
の声も聞かれる。

一方で、難治化の時代を知らない世代も増え、抗菌薬の適正使用の重要性に対する認識のズレ
も感じつつある。折しも、薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが 2016 年 4 月に公表され、
抗菌薬の適正使用に対する社会的関心がこれまで以上に高い。ご存じのように、アクションプラ
ンの中で、抗菌薬は「適切な薬剤」を「必要な場合に限り」、「適切な量と期間」使用することが
推奨されている。これは、まさに「小児急性中耳炎診療ガイドライン」が初版以来追求してきた
基本構造にほかならない。一方で、AMR 対策で悪者扱いされるセフェム系抗菌薬を小児急性中
耳炎診療の中でどの様に位置づけて良いのか、戸惑いの声も多く聞かれるようになった。

今回のガイドライン改定において、何がどう変わったのか？　その背景は何なのか？　AMR
対策との整合性は？　これらの疑問にお答えするのが本発表の目的である。

2018 年版に一度目を通し、疑問の視点を持った上でご参加いただければ幸いです。
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日本耳科学会教育セッション

中耳真珠腫全国調査結果と中耳手術術式国際分類案
―用語委員会報告―

山本　　裕 1、東野　哲也 2、小島　博己 3、髙橋　晴雄 4

1 用語委員会副委員長（慈恵医大）、2 用語委員会委員長（宮崎大）、 
3 用語委員会担当理事（慈恵医大）、4 用語委員会担当理事（長崎みなとメディカルセンター）

1）中耳真珠腫進展度分類による全国登録研究結果報告　山本　裕、森田由香、小森　学
日本耳科学会中耳真珠腫進展度分類は、真珠腫治療に関わる医療者が統一された病態分類とス

テージ分類を共有することにより、術式選択や術後成績、また施設間の診療情報交換の適正化を
図る目的で作成された。2008 年の弛緩部型真珠腫進展度分類案を基に 2010 年に緊張部型真珠腫
が加わり、2015 年には二次性真珠腫と先天性真珠腫を網羅する分類案となった。日本耳科学会
用語委員会では 2016 年、この中耳真珠腫進展度分類を用いた大規模な全国症例登録調査を行い、
全国 74 施設より、2015 年の 1 年間に各施設で行われた中耳真珠腫初回手術例 1,787 症例の登録
が得られた。今回、その全国調査において 10 例以上の登録例があった 55 施設に対して追跡調査
が行われ、2017 年末までに 49 施設より 1,456 症例の術後成績が回収された。このような全国規
模での術後成績調査は国際的にも例がなく、用語委員会としても慎重に解析を進めている。

本セッション前半では、その術後追跡調査の集計結果から、森田由香委員には真珠腫再発率（再
形成真珠腫・遺残性真珠腫）について、小森　学委員には術後聴力成績について結果を報告いた
だく。

2）中耳手術術式の国際分類案について　東野哲也
上述の真珠腫進展度分類については、2016 年の国際真珠腫学会（エディンバラ）で日本耳科

学会と欧州耳科学会との間で合意案が検討され、真珠腫の病態分類も含め日本案が合意形成に至
る大きな役割を演じた。この国際的な合意形成の流れは、中耳手術の術式名称についてのプロジェ
クトへと展開し、International Otology Outcome Group （IOOG）という国際組織が結成された。
欧州、北米、豪州に日本が加わり、中耳手術の国際分類（IOOG Categorization of Tympano-
mastoid Surgery）が検討され、最近、この IOOG 案に対し日本耳科学会を含め世界各国の耳科
学会からの合意が得られた。

本セッション後半は、IOOG のメンバーである東野哲也用語委員長が、この国際術式分類を紹
介し、現行の日本耳科学会術式分類との整合性について解説する。

用語委員会（2017 〜 18）：
東野哲也（座長・宮崎大）、山本　裕（副座長・慈恵医大）、小島博己（慈恵医大）、阪上雅史（兵
庫医大）、羽藤直人（愛媛大）、森田由香（新潟大）、小森　学（慈恵医大第三病院）、松田圭二

（宮崎大）、髙橋晴雄（長崎みなとメディカルセンター）
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側頭骨手術手技修練法：シミュレーション、モデル、動物ならびに献体側頭骨 
―側頭骨臨床解剖教育ワーキンググループ報告―

平海　晴一 1、東野　哲也 2、宇佐美真一 3

1 側頭骨臨床解剖教育副座長（岩手医大）、2 側頭骨臨床解剖教育 WG 座長・国内学術担当理事
（宮崎大学）、3 国内学術担当理事（信州大学）

従来、側頭骨手術手技修練のための削開実習は、御遺体や輸入側頭骨を用いて、それぞれの耳
鼻咽喉科学教室に任された形で行われてきた。しかし近年の解剖学会や外科学会からのサージカ
ルトレーニングに関わるガイドラインや、医学部倫理規定の強化などにより、それぞれの施設で
手術手技教育活動を継続することが必ずしも容易でない状況になってきた。そこで耳科学会国内
学術委員会では、昨年から側頭骨形態学の教育や研究推進を目的とした 2 つのワーキンググルー
プ（WG）が活動している。1 つが、側頭骨臨床解剖教育 WG、他の一つが側頭骨組織病理教育
研究 WG である。本セッションでは 2 年間の側頭骨臨床解剖教育 WG 活動の成果として、側頭
骨モデルを用いた手術手技修練法に関わる我が国の現況を紹介する。
1）コンピュータシミュレーション手術　小川　洋、松本　希

近年のコンピュータの高速化に伴い、様々な形でのシミュレーションが可能となってきた。側
頭骨手術におけるバーチャル手術の現状とともに、今回デモンストレーションに使用した側頭骨
モデルでのコンピュータシミュレーションについてもご講演いただく。
2）動物モデルを用いた手術手技実習　山内大輔

側頭骨、なかでも中耳構造は動物種によって大きく異なっているものの、適切な局面を選べば
動物モデルは非常に有用な手術手技実習法となる。TEES の手術手技実習法としての動物モデル
を中心にご講演いただく。
3）側頭骨モデル作成の実際　高橋邦行

3D プリンタの普及に伴い、サージカルトレーニングに使用できるモデルが実用化してきた。
しかしながら、繊細な側頭骨構造の再現には様々な工夫が必要である。ここでは側頭骨モデル作
成の実際についてご講演いただく。
4）臨床病態に応じたモデル削開　山本　裕、須納瀬弘、我那覇章、伊藤　吏、小林泰輔、山本
典生

昨年より行っている WG メンバーによる基本術式のビデオライブラリ計画の現状を報告する。
耳科学会用語委員会報告「上鼓室・乳突腔病巣処理を伴う鼓室形成術の術式名称について（2010）」
と「中耳真珠腫進展度分類 2010」に基づいた病態と人工内耳植込み術に対して、デモンストレー
ターが行った手術アプローチを提示し、術式の標準化に向けた取り組みについてディスカッショ
ンする。
5）御遺体・御献体を用いた手術手技実習の現状　羽藤直人、稲垣　彰

日本解剖学会と日本外科学会主導で作成されたガイドラインや実践的な手術手技向上研修事業
に関する評価会議を元に、国内国外における御遺体・御献体を用いた手術手技実習の現状を報告
する。
おわりに

学会期間中、以下の側頭骨臨床解剖教育 WG メンバーが、ハンズオンセミナーのインストラ
クターとして、また、側頭骨モデル削開デモンストレーターとして活動いたします。多くの会員
の皆様の御参加をお待ちしております。

側頭骨臨床解剖教育ワーキンググループ（2017 〜 18）：
東野哲也（座長・宮崎大）、平海晴一（副座長・岩手医大）、宇佐美真一（信州大）、髙橋晴雄（長
崎みなとメディカルセンター）、羽藤直人（愛媛大）、小川　洋（会津医療センター）、須納瀬
弘（東京女子医大東医療センタ一）、山本　裕（慈恵医大）、山本典生（京都大）、伊藤　吏（山
形大）、小林泰輔（高知大）、稲垣　彰（名古屋市大）、山内大輔（東北大）、我那覇章（宮崎大）、
高橋邦行（新潟大）、松本　希（九州大）、大石直樹（慶應大）、齋藤和也（近畿大）
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ヒト側頭骨組織標本から学ぶ 
―側頭骨組織病理研究教育ワーキンググループ報告―

萩森　伸一 1、髙橋　晴雄 2、東野　哲也 3、宇佐美真一 4

1 側頭骨組織病理研究教育副座長（大阪医大） 
2 側頭骨組織病理研究教育座長（長崎みなとメディカルセンター） 

3 国内学術担当理事（宮崎大） 
4 国内学術担当理事（信州大）

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

らか一方のみでは片手落ちであり、両方の切り口から調べて初めて真実がわかると言える。側頭
骨組織病理学は形態学の代表であり、生理学での知見の裏付けや、形態から生理（機能）を推測
する手掛かりが得られるという点で、耳科学を学ぶ者、研究する者にとって重要・不可欠な学問
である。また耳科手術に際し、マクロの解剖に加えその奥にあるミクロの組織構造も理解して臨
むことが、手術の安全性をさらに高める。

本学会において、日本耳科学会国内学術委員会の中の側頭骨形態学の教育や研究推進を目的と
した 2 つのワーキンググループ（WG）の 1 つである側頭骨組織病理教育研究 WG は昨年に続き、
ヒトの側頭骨組織病理学を会員の方々に学んでいただくセッションを企画した。

まずイントロダクションでは、側頭骨組織病理学から生まれた歴史的に重要な耳鼻咽喉科学の
知見などを紹介し、その意義を述べる。これに引き続いて以下のプログラムが予定されている。
1）正常側頭骨解剖の基礎知識　鈴木聡明

福島医大やピッツバーグ大学で長きにわたり側頭骨組織研究に従事された演者に、ヒト正常側
頭骨組織標本を解説していただく。CT や MRI など、普段臨床で目にする中耳・内耳の画像所
見が組織標本ではどのように観察されるか興味深い。
2）専門医に必要な側頭骨病理の知識（ミネソタ大学コレクションから）假谷　伸

側頭骨組織病理学のスペシャリストである演者に、各種耳疾患の側頭骨所見およびその病理学
的意義を解説していただく。耳鼻咽喉科専門医に必要な耳疾患の病態を、形態学の面から理解し
てもらうことを目指す。
3）側頭骨組織病理研究の最新の話題　鎌倉武史

最近ヒト側頭骨組織病理研究のメッカである米国・ハーバード大学に留学された演者に、米国
での側頭骨組織病理学の最新の話題と知見を提示していただき、今後の側頭骨組織病理学や耳科
学の研究・教育の方向性などを考える機会としたい。
おわりに

このような教育・研究目的にヒト側頭骨組織病理学が多面的・総合的に解説される機会は滅多
になく、本企画が耳科学を学ぶ、特に若手・中堅の会員にとって非常に重要なセッションとなる
ことを願っております。また、学会期間中、以下のメンバーが組織標本供覧ブースでインストラ
クターとして、また、組織標本デモンストレーターとして活動いたします。多くの会員の皆様の
御参加をお待ちしております。

側頭骨組織病理研究教育ワーキンググループ
高橋晴雄（座長・長崎みなとメディカルセンター）、萩森伸一（副座長・大阪医大）、伊藤　健

（帝京大）、坂田俊文（福岡大）、遠藤周一郎（山梨大）、鈴木聡明（伊達市）、假谷　伸（岡山大）、
鎌倉武史（大手前病院）
相談役：森園哲夫（福岡市）、大谷　巌（福島市）、喜多村健（茅ヶ崎中央病院）
担当理事：東野哲也（宮崎大）、宇佐美真一（信州大）
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耳科手術のための 3D-CT 画像活用法 
―術前・術中・術後コーンビーム CT 活用の実際―

東野　哲也
宮崎大学耳鼻咽喉・頭頸部外科 

3D 画像研究会　当番世話人

はじめに
耳科手術の術前評価に側頭骨 CT が使用されるようになったのは 1980 年代に遡る。その後

CT 装置のハード・ソフト両面の改良毎に微細骨病変検出能が向上し、それまで鼓室試験開放術
以外に確かめようがなかった耳小骨病変の描出が可能になった。また多断面再構成画像

（Multiplanar reconstruction：MPR）や三次元表示画像の精度も高まり、術者側の術前病態把握
だけでなく、患者への説得力のある病態説明に役立っている。ただ、従来の CT 検査では放射線
科サイドの興味や経験に依存せざるを得ず、ある意味、放射線科医の「作った」画像を耳科医が

「読まされる」という状況に甘んじてきた。したがって、われわれが求める画像を手に入れるた
めには、積極的に放射線部に出向いて画像処理に立ち会ったり、手術所見を逐次フィードバック
して情報交換を密にすることで、互いの立場から診断精度の向上に努める作業が必要であった。

側頭骨画像診断におけるコーンビーム CT（CBCT）のインパクト
この「受け身」的な診療連携体制を大きく変革させたのが CBCT の登場である。CBCT は、

側頭骨内の微細骨構造を描出する上で不可欠なに空間分解能に優れ、側頭骨内に留置される種々
の人工材料や聴覚インプラントの描出においてメタルアーチファクトに強いというメリットもあ
る。また、被ばく量が少ないことから、術後の定期的な画像評価に対しても患者の理解が得られ
やすい。サーバーとリンクした PC があれば、何処でも軸位断、前額断、矢状断の 3D 画像が表
示され、我々自身の手で再構成画像や 3D 画像が作成できるため、手術のシミュレーションなど
教育目的での活用法も期待される。耳科手術に立ち会う前には必ず担当患者の 3DCT 画像を精
査し、術後に生じる形態変化を機能と合わせて確認する習慣を付けることこそが、耳科手術上達
のポイントである。これから耳科手術を始める専攻医の皆さんにも多数の参加をお願いしたい。

プログラム
本セッションでは CBCT ユーザーであり、かつ耳科手術の経験豊富な 3 名の演者に、本装置

ならではの使い方や画像所見を提示してもらいながら、耳科医の立場から本装置の性能を最大限
に引き出すためのノウハウを伝授して頂くことになっている。
1）CBCT 術前活用の実際　我那覇章（宮崎大）

外耳道保存型鼓室形成術、耳小骨再建、アブミ骨手術、人工中耳、人工内耳、Baha 手術にお
ける術前評価のポイントを述べる。
2）CBCT 術中活用の実際　山本典生（京都大）

術中の人工聴覚器や Prosthesis の状態確認への応用の実際を、症例を提示しながら述べる。
3）CBCT 術後活用の実際　小森正博（高知大）

術後聴力に満足できなかった症例に対する再構成画像による評価法について述べる。
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耳科手術指導医制度　指導医制度案

奥野　妙子
三井記念病院耳鼻咽喉科

初めて聞かれる方も多いと思いますが、日本耳科学会では「耳科手術指導医制度」を準備中です。それぞれの
分野で技術認定医、技術認定医研修制度、技術認定医研修施設が整備される中、耳の手術においても実績と実力
を持った医師の育成のための指導医制度を構築中です。
1、目的

目的は耳科手術において、信頼できる医療を提供する技術認定医師の養成です。
2、現在までの経緯

日本耳科学会では、耳科手術の専門医の育成を目指して平成 20 年 10 月に Subspecialty 委員会を立ち上げま
した。

平成 21 年 10 月 8 日の第 19 回日本耳科学会総会・学術講演会で「耳科診療のあり方　―診療所、病院、教育
施設において―」というテーマで聴衆参加型パネルを開催し、耳科手術の Subspecialty について意見を聴取し
ました。パネルに参加した会員 150 名のうち 116 名（77％）が耳科手術の専門医は必要であると回答しました。

また、評議員、理事、顧問など本学会の役員 84 名を対象にアンケート調査を実施し、回答のあった 70 名中
54 名（77％）が耳科手術の専門医の育成に賛成でした。

これらの意見をもとに耳科手術指導医案を作成し、学会ホームページ上で公開し、広く会員からパブリックコ
メントを求めました。

平成 28 年に本学会代議員を対象として、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの手術登録を依頼し、
66 施設から回答を得ました（97％。未回答は 2 施設。図 1）。このデータから指導医として妥当と考えられる経
験症例数を算定しました。

資格審査の詳細については太田有美先生の項をご参照ください。
3、専門医制度のなかでの位置づけ

基本 19 領域の専門医のうえに耳鼻咽喉科の Subspecialty としては頭頸部がん専門医が一般社団法人日本専門
医機構認定を目指して準備中です。日本耳鼻咽喉科学会認定のものとしては補聴器相談医、騒音性難聴がありま
す。このほか、関連学会の認定としてこの耳科手術指導医が位置づけられます。
4、今後の予定

会員の皆様の更なるご意見を頂戴し、耳科手術医養成の耳科手術指導医、研修施設の確立を予定しております。

図 1　手術登録施設：66 施設
登録総数：8509 件

略歴
1977年（昭和52年）	 千葉大学医学部卒業
	 	 	 	 	 	 	 横浜市立大学内科、麻酔科研修
1978年（昭和53年）	 東京大学医学部耳鼻咽喉科入局
1984年（昭和59年）	 米国ピッツバーグ大学留学（1984～1985）
1991年（平成 3年）	 東京大学医学部耳鼻咽喉科講師
1993年（平成 5年）	 三井記念病院耳鼻咽喉科科長
2002年（平成14年）	 三井記念病院耳鼻咽喉科部長
2018年（平成30年）	 三井記念病院特任顧問
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耳科手術指導医制度セッション

耳科手術指導医制度　資格審査について

太田　有美
大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳科手術指導医資格は、認可施設（認可基準については後述）において耳科手術を研修する耳鼻咽喉科医師を指
導する立場にある個人に付与されるものである。申請には以下の条件を満たす必要がある。指導医制度委員会が指
導医申請資格を事前に審査し、受験を認めた申請者を対象に指導医制度委員会が担当して試験を実施する。

なお、暫定指導医が設定される見込みであり、申請条件の 5．以外が条件となる。
〈申請条件〉

1． 日本国の医師免許を有すること。
2． 耳鼻咽喉科専門医であること。
3． 申請時において、引き続き 3 年以上日本耳科学会正会員であること。
4． 耳鼻咽喉科専門医取得後、更新 1 回（5 年）以上の耳科領域の臨床および手術経験があること。
5． 指導医が常勤する日本耳科学会認可研修施設において通算 3 年以上、耳科領域の臨床経験を有すること。
6． 術者として経験すべき手術件数は、必須手術として、鼓室形成術：200 件以上、乳突削開術：100 件以上、そ

して以下のいずれかの手術を合計で 50 件以上とする。
1）外耳道増設術・閉鎖症手術、2）アブミ骨手術、3）内リンパ嚢開放術、4）内耳窓閉鎖術、5）人工内耳
埋込術、6）顔面神経減圧術、7）聴神経腫瘍手術、8）側頭骨悪性腫瘍手術

7． 耳科に関連する論文を 10 編以上（そのうち筆頭著者または Corresponding として 5 編以上）の業績を有する
こと。

8． 日本耳科学会主催の学術講演会に 5 年間のうち計 3 回以上参加していること。
〈認可施設条件〉

以下の条件を全て満たすことが必要である。
1． 研修カリキュラムに基づいた耳科手術の研修が実施可能であること。
2． 1 名以上の指導医または暫定指導医が常勤し、研修カリキュラム実施に必要な手術件数、設備を有すること。
3． 手術件数：必須手術として、年間の鼓室形成術：20 件以上、乳突削開術：10 件以上、そして以下のいずれか

の選択手術を合計で 5 件以上とする。なお、選択手術における乳突削開術は重複算定できない。
1）外耳道増設術・閉鎖症手術、2）アブミ骨手術、3）内リンパ嚢開放術、4）内耳窓閉鎖術、5）人工内耳
埋込術、6）顔面神経減圧術、7）聴神経腫瘍手術、8）側頭骨悪性腫瘍手術

4． 上記 3．の手術件数を満たさない施設については、指導医制度委員会における審査を経て、理事会にて認可に
関する審議、承認を行う。

5． 5 年毎に認可施設の更新を行う。指導医制度委員会が審査、上記条件のいずれか一つでも満たさない施設は認
可停止とする。

〈試験内容〉
試験は手術ビデオ審査とし、採点表に基づいて耳科手術の習熟度を評価する。申請者本人が執刀した未編集の手

術ビデオと共に手術記録を提出する。4 時間以内に完了した鼓室形成術＋乳突削開術を対象とする。
〈更新条件〉

5 年毎に指導医資格の更新を行う。以下の更新条件を基に指導医制度委員会が審査する。
1． 申請時において耳鼻咽喉科専門医であること。
2． 申請時において、引き続き 3 年以上日本耳科学会会員であること。
3． 過去 5 年間に所定の学術集会・講習会等に 5 回以上参加していること。そのうち 3 回は日本耳科学会学術講演

会に参加していること。
4． 過去 5 年間に、術者もしくは指導医として、鼓室形成術：200 件以上、乳突削開術：100 件以上、そして以下

のいずれかの手術を合計で 50 件以上を経験していること。
1）外耳道増設術・閉鎖症手術、2）アブミ骨手術、3）内リンパ嚢開放術、4）内耳窓閉鎖術、5）人工内耳
埋込術、6）顔面神経減圧術、7）聴神経腫瘍手術、8）側頭骨悪性腫瘍手術

略歴
平成 8年		 大阪大学医学部医学科卒業
平成 8年		 大阪大学医学部附属病院　研修医
平成 9年		 国立大阪病院（現　国立病院機構大阪医療センター）耳鼻咽喉科　研修医
平成10年		 大阪大学医学部耳鼻咽喉科学教室　研究生
平成13年		 市立堺病院耳鼻咽喉科　医員
平成20年		 市立伊丹病院耳鼻咽喉科　医長
平成21年		 兵庫県立西宮病院耳鼻咽喉科　医長
平成22年		 大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　助教（現職）



モーニング教育セミナー

10月４日（木）8：30～9：30

第１会場　モーニング教育セミナー１

第２会場　モーニング教育セミナー２

第３会場　モーニング教育セミナー３

第４会場　モーニング教育セミナー４

10月５日（金）8：30～9：30

第１会場　モーニング教育セミナー５

第２会場　モーニング教育セミナー６

第３会場　モーニング教育セミナー７

第４会場　モーニング教育セミナー８

10月６日（土）8：30～9：30

第１会場　モーニング教育セミナー９

第２会場　モーニング教育セミナー10

第３会場　モーニング教育セミナー11

第４会場　モーニング教育セミナー12
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モーニング教育セミナー１

側頭骨手術解剖

須納瀬　弘
東京女子医科大学東医療センター　耳鼻咽喉科

側頭骨は人体で最も複雑な形状を有する骨である。迷路と称される込み入った形状の内耳を中心とし、顔面神経が複数回屈
曲しながら内耳と近接して走行、複雑な凹凸がある鼓室には繊細な耳小骨連鎖が収容され、脳と連絡する主要な神経と脈管が
貫通している。これらはいずれも侵襲的操作で容易に破壊されるため、経験の浅い術者には手術が危険なものと感じられるか
もしれない。しかし、主要な構造の位置関係には一定の規則があり、術野で危険な部分は限られている。論理的かつ安全に手
術を進めるための礎となる側頭骨 3 次元解剖を手術操作法とあわせて解説したい。
1．耳小骨

耳小骨連鎖はツチ骨前突起と錐体鼓室裂をつなぐ前ツチ骨靭帯、キヌタ骨短脚に付着する後キヌタ骨靭帯、ツチ骨頭上方の
上ツチ骨靭帯により支持され、ツチ骨柄上端部内側に鼓膜張筋腱が、アブミ骨後脚外側端にアブミ骨筋腱が付着する。キヌタ
骨短脚はやや外側に向かうためツチ骨頭より浅く、短脚を容れる fossa incudis は狭小で外側壁との距離は極めて近い。アブ
ミ骨上部構造は下方の岬角側に傾く。
2．鼓室

内側壁中央に位置する岬角は蝸牛基底回転に相当する隆起である。後方の正円窓小窩の前上面には正円窓膜がある。岬角上
方で顔面神経鼓室部直下には卵円窓小窩があり、底部に前庭外側壁をなすアブミ骨底板がはまる。卵円窓小窩前上部には鼓膜
張筋腱が出るサジ状突起があり、顔面神経鼓室部はこの直上内側を通過、外側半規管下面をすり抜けるように屈曲し、鼓室後
壁に到る。蝸牛第 2 回転と頂回転は基底回転前上方に位置する。

鼓室後壁では顔面神経乳突部内外に陥凹が形成され、外側が facial recess、内側が tympanic sinus である。後者上縁は正円
窓小窩後上縁とアブミ骨筋腱が出る錐体隆起間の骨梁 ponticulus が、下縁は正円窓小窩後上縁と後壁間の骨梁 subiculum が
形成する。蝸牛下方の下鼓室蜂巣前方に内頚動脈、後方に頸静脈球が位置する。内頚動脈は前鼓室内側壁に向けて上向、蝸牛
近傍で内側前方に屈曲し、耳管と交差しつつ錐体尖へと向かう。頸静脈のサイズと位置には個人差が大きく、ほとんど形成さ
れない場合もある。
3．半規管

乳突洞内側壁前下部に位置する外側半規管は後下方に約 30 度傾き、膨大部は前端にある。後方の直交する位置に後半規管
があり、その膨大部は下前端側、顔面神経内側の鼓室洞内側壁にある。上半規管は膨大部を外側半規管膨大部直上に有し、中
頭蓋窩に向け上向したのちに後方深部へ下向、後半規管上端と総脚を形成する。各半規管は互いに直交する関係にあり、上・
後半規管はそれぞれ中・後頭蓋窩硬膜と近い。後半規管近傍の後頭蓋窩硬膜上に内リンパ嚢があり、前庭水管を介して総脚基
部と連絡する。
4．顔面神経

顔面神経は内耳道を経て迷路部となると蝸牛基底回転上端部と前庭の間を抜けて前方外側へと向かい、急峻な角度で上鼓室
内側壁前方の膝神経節に到る。膝神経節からは前方内側やや上方に向け大錐体神経が分かれ、神経本幹は膝神経節から急峻な
角度をもって後方外側やや下方に斜走する鼓室部となり、サジ状突起直上、アブミ骨直上、外側半規管下面と抜けて屈曲、第
2 膝部を形成しつつ鼓室後壁、乳突蜂巣前方内側に位置する乳突部へと移行、下方やや外側に向かい茎乳突孔へと到る。茎乳
突孔は乳突切痕の直前にあり、顎二腹筋稜を前方に辿るとほぼ直交する顔面神経を見つけることができる。
5．内耳道

内耳道底は水平稜によって上下に分かれ、上方は垂直稜によって前後に分かれる。前上部が顔面神経、後上部が上前庭神経、
前下部が蝸牛神経、後下部が下前庭神経の領域である。内耳道下方で頸静脈球との間に蝸牛水管が走行し、蝸牛水管の下方を
舌咽神経が走行する。

略歴
昭和57年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学医学部入学
昭和63年 3月		 	 	 	 	 	 	 	 	 同　卒業
昭和63年 5月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学医学部耳鼻咽喉科　医員（研修医）
昭和63年10月		 	 	 	 	 	 	 	 	 仙台赤十字病院耳鼻咽喉科　研修医
平成元年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学医学部耳鼻咽喉科　医員（研修医）
平成元年10月		 	 	 	 	 	 	 	 	 仙台市立病院耳鼻咽喉科　研修医
平成 2年 4月	 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学大学院医学研究科入学
平成 5年 9月	 	 	 	 	 	 	 	 	 同　卒業
平成 5年10月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学医学部耳鼻咽喉科　助手
平成 5年11月～平成 7年12月	 	 	アメリカBoys	Town	National	Research	Hospital研究員として留学し、蝸牛・前庭の電気生理を研

究（東北大学医学部耳鼻咽喉科助手兼務）
平成 8年 1月	 	 	 	 	 	 	 	 	 長井市立病院（山形県）耳鼻咽喉科　科長
平成 9年 4月	 	 	 	 	 	 	 	 	 いわき市立総合磐城共立病院（福島県）耳鼻咽喉科　医長
平成10年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 同　科長
平成11年 1月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東北厚生年金病院耳鼻咽喉科　科長
平成11年 9月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学医学部付属病院耳鼻咽喉科　助手
平成11年10月～平成12年 3月、平成13年 7月～平成13年 9月	 	 イタリアGruppo	 Otologico臨床研究員として中耳・頭蓋底手術研

修（東北大学医学部耳鼻咽喉科助手兼務）
平成14年 1月		 	 	 	 	 	 	 	 	 古川市立病院耳鼻咽喉科　科長
平成15年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学医学部付属病院耳鼻咽喉科　助手
平成15年10月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学医学部　院内講師
平成16年 5月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東京女子医科大学耳鼻咽喉科　講師
平成18年 8月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東京女子医科大学耳鼻咽喉科　准教授
平成22年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科　准教授
平成22年11月		 	 	 	 	 	 	 	 	 東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科　教授
平成28年 4月～平成29年 3月	 	 東京女子医科大学東医療センター　副院長
現在に至る
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モーニング教育セミナー２

鼓膜形成術

阪上　雅史
兵庫医科大学　耳鼻咽喉科・頭頚部外科

【はじめに】一般に鼓膜形成術は中耳腔の耳小骨連鎖を操作しないで鼓膜を形成する術式のこと
を言う。鼓膜形成術は鼓室形成術の最後に行う基本操作の一つであり、「鼓膜を作らなければ手術
は終わらない」「鼓膜を作れば耳漏は止まり最低限のことはできる」など手術トレーニング中の
若手に言っている。講演では以下の術式につき、アニメーションや手術ビデオを中心に供覧する。

【接着法】1989 年に湯浅が考案した簡易鼓膜形成術（simple underlay myringoplasty）で、この
18 年間本邦で広く行われて来た1）。接着法の基本手技に加え、（1）大穿孔に対する複数枚の組織
片の使用、（2）鼓膜輪外側の後壁皮膚切開の追加、（3）内視鏡下での操作（TEES）、（4）自家
血フィブリン糊の可能性も講演予定である。本術式は低侵襲性で術後の骨導聴力悪化もほとんど
ないので、両側同日手術、better hearing ear、only hearing ear に良い適応となる。

【アンダーレイ法】2008 年耳科学会臨床パネル「症例に則した鼓室形成術」のアンケートで一番
多かった鼓膜形成法である（54％）。鼓膜穿孔辺縁切除、耳後部切開、鼓膜全層剥離の後、側頭
筋膜を前方は骨性鼓膜輪直下に密着させ、後方は外耳道骨壁上に置く（原法は筋膜をツチ骨柄の
下を通す）。日本人の外耳道は狭く突出していることが多いので（特に下壁、前壁）、鼓膜穿孔の
辺縁が明視下になるように突出部をドリルで削除すること（canalplasty）が肝要である。大穿孔
の時は鼓室前部にスポンツェルを置き、筋膜の外側にもキチン膜を置いて補強する。前部鼓膜輪
と筋膜に段差ができると、鼓膜炎を術後発症しやすい。

【インレイ（サンドイッチ）法】2008 年のアンケートでは 2 番目であった（40％）。筆者の経験
では一番確実な鼓膜形成法であり術後の上皮化も早い。ただ、（1）薄い鼓膜上皮層の剥離は技術
的に難しいこと、（2）鼓膜穿孔が前部鼓膜輪におよんでいる時は術後 lateral healing が起こりや
すいこと、（3）剥離した鼓膜皮膚層をきっちり戻さないと術後 pearl ができやすいこと（特に小
児）、など注意すべき点がある。TEES 下で行うのは技術的に難しい。

【オーバーレイ法】2008 年のアンケートでは 3 番目であった（6％）。中〜大穿孔に対して手術場
で本法が行われることはほとんどなく、小穿孔に対して外来で行われるのみである。

【薄切軟骨を用いた鼓膜形成術】ドイツで 50 年前に報告された方法である。近年欧州では鼓膜形
成に頻繁に用いられる。2008 年のアンケートでは鼓膜形成材料としては 6％の使用率であったが、
本邦でも徐々に増えてきている。当科では、鼓膜再穿孔、癒着性中耳炎、緊張部型真珠腫に対し
て薄切軟骨にて鼓膜形成を行っている2）。軟骨カッターで耳介または耳珠軟骨を厚さ 0.5mm 以
内に薄切する。柵状（palisade）に置くか、1,2 枚の大きな軟骨を置くか、5,6 枚の軟骨小片で鼓
膜を形成するかは症例による。鼓膜前部の置き方は骨性鼓膜輪の上に軟骨を載せるか、軟骨の下
にスポンツェルや軟骨ブロックをおいて支えとする。術後に滲出液が貯留する可能性が高い場合
は、軟骨に穴を開けて鼓膜チューブを留置しその軟骨を置く。

【文献】
 1）Sakagami M, Yuasa R, Yuasa Y: Simple underlay myringoplsty. J Laryngol Otol 121: 840–

844, 2007.
 2）桂　弘和、阪上雅史、他：癒着鼓膜に対し軟骨を用いた鼓室形成術の検討．Otol Jpn 25: 

239–244, 2015.
略歴
昭和55年 3月 	大阪大学医学部卒業
昭和59年 3月 	大阪大学大学院医学研究科卒業（耳鼻咽喉科学）
昭和59年 4月 	香川医科大学助手（耳鼻咽喉科学講座）
昭和61年 6月 	大阪大学助手医学部（耳鼻咽喉科学講座）
昭和62年 9月 	ミネソタ大学耳鼻咽喉科学講座留学（平成元年3月まで）
平成 6年 3月	 大阪大学講師医学部（耳鼻咽喉科学講座）
平成 6年11月		 兵庫医科大学教授（耳鼻咽喉科学講座）
平成24年 4月		 兵庫医科大学病院副院長（医療安全管理部長）
平成28年 4月		 学校法人兵庫医科大学理事（新病院建設担当）
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モーニング教育セミナー３

伝音連鎖再建術（アブミ骨手術を含む）

奥野　妙子
三井記念病院耳鼻咽喉科

今回の保険点数改正で、鼓室形成術は 2 つに分類された。鼓室形成術（耳小骨温存術）と鼓室
形成術（耳小骨再建術）である。日本の耳鼻咽喉科専門研修認定施設で行われている鼓室形成術
は約 13,000 件（2015 年）あり、その半数が耳小骨再建術であり、残りの半数が耳小骨温存術で
ある。

鼓室形成術（耳小骨再建術）は伝音連鎖を形成する事で難聴が改善する事が期待され、それに
伴う手術点数も高くなった。耳の手術にたずさわる者にとって患者さんの聴力回復は最大の結果
である。

外国の文献を読むと、チタン性の人工耳小骨の手術結果が 20 年以上前から報告されているこ
とはご存知の事と思う。日本ではこの価格の問題から導入が遅れている。選択肢が限られるのは
残念である。

一方、従来顕微鏡の手術が主であったが、内視鏡耳科手術の普及とともに両方の長所を取り入
れた高度な手術が可能となった。顕微鏡は両手が使えるところが何と言っても長所である。内視
鏡を用いる事で、術野に限りなく近い視点で操作を確認出来る。

新しい術式のみが優れている訳ではない。従来から長く続けて用いられている術式は、基本的
には良い聴力が得られているので採用されている術式である。自家骨、自家軟骨は異物反応がな
く感染にも強い。アブミ骨手術に用いられるピストンも安定した成績が保証されているのでよい
術式である。

聴力改善をはかる観点から以下の点について症例を紹介しながら解説する。安全に手術を進め
るための注意点とともに考えたい。

 1．伝音連鎖再建術について解説をする。
 2．良い聴力成績を得るための条件について。
 3．術前診断のための検査はどの程度予測ができるか？
 4．疾患による耳小骨への影響は？
 5．術中予期せぬ事態に遭遇したときは？
 6．再手術から考える適切な伝音連鎖の再建は？
 7．内耳開窓を考えるときの注意は何か。

略歴
1977年（昭和52年）	 千葉大学医学部卒業
	 	 	 	 	 	 	 横浜市立大学内科、麻酔科研修
1978年（昭和53年）	 東京大学医学部耳鼻咽喉科入局
1984年（昭和59年）	 米国ピッツバーグ大学留学（1984～1985）
1991年（平成 3年）	 東京大学医学部耳鼻咽喉科講師
1993年（平成 5年）	 三井記念病院耳鼻咽喉科科長
2002年（平成14年）	 三井記念病院耳鼻咽喉科部長
2018年（平成30年）	 三井記念病院特任顧問
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モーニング教育セミナー４

外耳道後壁削除型鼓室形成術

萩森　伸一
大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】中耳手術、特に中耳真珠腫の手術における外耳道の取り扱いには、外耳道保存（canal 
wall up）と外耳道後壁削除（canal wall down）がある。canal wall up は術後外耳道形態や外耳道皮
膚の自浄能が温存される一方、再び鼓膜上皮が中耳腔へ侵入する再形成性再発が生じやすい。また
canal wall down に比べ術野に死角が生じやすく、遺残性再発も多いとされる。一方、canal wall 
down は外耳道後壁を削除することで広い術野を確保され、かつ乳突腔を外耳道へ開放することで真
珠腫の遺残や再形成の防止に有利だが、不十分な削開は非乾燥耳（cavity problem）の原因となる。
また外耳道皮膚の自浄能が消失し、患者は一生にわたって耳内清掃が必要になることがある。canal 
wall up と canal wall down の特長を併せたものが外耳道削除後再建である。これは canal wall down
の広い術野で真珠腫を摘出後、削除した外耳道を再建することで外耳道の生理機能を温存しようとす
るものである。本セミナーではcanal wall downと乳突腔の処理、外耳道再建の手技を中心に解説する。

【canal wall down の適応】canal wall up で対応困難な中耳真珠腫例である。中頭蓋底が高度低位の例、
すでに外耳道後壁が大きく破壊もしくは削除された例、また術後 cavity problem 例などが対象とな
る。慢性中耳炎には通常 canal wall up とし、canal wall down は行わない。

【乳突腔を外耳道に開放（いわゆる open 法）する canal wall down 手術のポイント】1. 耳後切開し
有茎骨膜弁を作製後、外耳道皮膚を入口部付近で横切開する。2. 乳突削開は十分に行う。蜂巣残存は
術後 cavity problem や再発の原因となるので、病的粘膜も含め徹底して清掃する。canal wall down
も十分行い、削除する外耳道の皮膚も合併切除する。3. 外耳道入口部形成（meatoplasty）を併用する。
4. 術後清掃には小さな乳突腔が有利であるので、削開した乳突腔の一部を骨膜弁で充填する。

【canal wall down 後外耳道後壁を軟素材で再建する手術のポイント】1. 外耳道皮膚は外耳道骨壁か
ら丁寧に剥離して温存する。外耳道入口部付近での横切開は行わない。2. canal wall down は再建を
前提とした控えめの削除とすべきではない。真珠腫の完全摘出を第一に、必要に応じて外耳道後壁は
十分に削除する。3. 真珠腫摘出後、側頭筋膜片一枚で、鼓膜から外耳道を再建する。筋膜片の接着は
必ず数回に分け確実に鼓膜および外耳道皮膚に接着するように心がける。4. 再建した外耳道内をガー
ゼなどでパッキングする。パッキング後乳突蜂巣側から観察し、筋膜片と鼓膜・外耳道皮膚に接着不
足がないか（ガーゼが見えていないか）確認する。

【canal wall down のコツ】後壁削除は必要十分に行うが、顔面神経を損傷せぬよう留意する。この
医原性合併症の回避には顔面神経、特に乳突部（垂直部）走行の評価が不可欠である。通常、鼓室部

（水平部）は真珠腫を除去していくと自然に観察されるので、その走行から乳突部の走行をイメージ
しながら canal wall down を行う。出血の増加や pink line を透見すれば顔面神経はすぐ近くにある。
神経刺激装置も有用だが反応が良い例では却って走行が分かりづらく、過度に頼るべきではない。近
年の CT 画像診断の発達によりモニター上での側頭骨の連続スライス観察が可能で、顔面神経鼓室部
と乳突部の三次元的関係の評価が容易となった。特に中耳炎症性疾患では顔面神経乳突部は思いがけ
ず外側を走行することが少なくないので、高解像度 CT での術前評価は非常に有用である。

【軟素材再建のコツ】軟素材による後壁再建後の外耳道形態は、乳突腔の術後換気能に応じて変化す
る。換気能が良いと乳突腔は再含気化し、外耳道は後退せず正常外耳道と見分けがつかない。一方、
換気能低下例では乳突腔は再含気せず、外耳道が徐々に後退し一見すると canal wall down and open
様の形態になる。他方、術後聴力は中鼓室のみならず乳突腔まで再含気化した方が良好である。その
ためには軟素材再建を行う場合、計画的段階手術とし、初回手術中にシリコン板を留置することで中
耳腔全体の含気促進を図ることも一つである。
略歴
1989年	 	 大阪医科大学卒業、大阪医科大学附属病院臨床研修医
1992年	 	 大阪府済生会中津病院　耳鼻咽喉科　医員
1996年	 	 大阪医科大学　耳鼻咽喉科学　助手
1998年	 	 米国・ピッツバーグ大学医学部耳鼻咽喉科学　研究員
2000年	 	 大阪医科大学　耳鼻咽喉科学　講師
2005年	 	 大阪医科大学　耳鼻咽喉科学　助教授
2007年	 	 大阪医科大学　耳鼻咽喉科学　准教授
2017年	 	 大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　専門教授
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モーニング教育セミナー５

顔面神経減荷術

濵田　昌史
東海大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】
耳鼻科医が行うべき頭蓋底・中耳手術においては顔面神経の解剖学的理解ならびに取り扱いは必須学習項目と思われ

る。顔面神経麻痺に対する顔面神経減荷術の有用性については異論も見られるものの、適切に行えば一定の治療効果が
得られることに加え、鼓室形成術や人工内耳埋込術などにおける万一の顔面神経損傷の際は減荷＋/－神経移植を考慮
しなければならないため、減荷術に習熟しておくことは耳科医にとって極めて有用と考える。

【適応】
ベル麻痺 / ハント症候群に対する顔面神経減荷術の適応と効果については、Fisch は発症 21 日以内にエレクトロ

ニューロノグラフィー（ENoG）が 10％未満となった症例に対して、中頭蓋窩開頭を併用して全減荷を行えば麻痺転帰
は良好であるとした。これに対し May は、中頭蓋窩開頭しなくても解剖学的条件次第で meatal foramen まで開放が可
能であるとし、Yanagihara らは meatal foramen まで開放しない経乳突的減荷術について、ENoG が 5％未満の症例に
おいて発症 60 日以内に施行すれば約 7 割が満足のいく回復が得られたとした。これらを受けてわれわれは、発症 1 ヶ
月以内に ENoG が 5％未満の症例に対して、中頭蓋窩開頭は行わずに経乳突的に中頭蓋窩硬膜を広く露出することで膝
部〜迷路部の完全開放を目指す減荷術を行っている。その結果、ベル麻痺では 64.5％、ハント症候群では 47.6％の完全
治癒率を得ている。

【手術手順】
①耳後部切開→筋骨膜を T 字型に切開。②広く乳突削開。この際に中頭蓋窩底を上鼓室まで十分に浮き彫りにする。
上鼓室を開放、キヌタ骨を同定。③顎二腹筋腱稜を指標として顔面神経乳突部を同定。この時点ではまだ神経周囲の骨
は薄く残存させておく。④乳突部顔面神経および鼓索神経を中枢に追い、この間に存在する顔面神経窩を開放する（後
鼓室開放）。キヌタ・アブミ関節を離断し、キヌタ骨はいったん摘出。⑤ buttress を削除し、顔面神経鼓室部を同定。
⑥膝部から前半規管膨大部を指標として顔面神経迷路部まで同定・開放。⑦鼓室部から茎乳突孔まで薄く残した神経周
囲の骨を除去し、顔面神経を全走行で開放。必要であれば神経鞘の切開を追加。⑧キヌタ・アブミ関節の接合を優先し
てキヌタ骨を整復。⑨顔面神経の全走行にわたってステロイド含有ゼラチンスポンジで被覆。⑩耳後部を閉創。

【術中トラブルとその対策】
① S 状静脈洞からの出血：万が一損傷した際は、サージセル® で圧迫し、止血処置を行う。
②外側、前半規管の迷路瘻孔：万が一露出しても、膜迷路は絶対に吸引せず、筋膜で閉鎖。
③ 髄液漏：中頭蓋窩硬膜の損傷ならびに迷路部開放時の内耳道底からの髄液漏に注意する。万一の場合は、硬膜損傷が

小さければ側頭筋膜で被覆し、フィブリン糊で固定する。これで停止しない場合は腹部より脂肪を採取し充填する。
④ 感音難聴、めまい：キヌタ骨摘出や半規管周囲の骨削開により生じる潜在的危険がある。術後に骨導聴力、眼振所見

を早期に評価する。感音難聴が生じた場合は、急性感音難聴に準じてステロイド投与が望ましい。

略歴
平成元年 3月		 	 	 	 	 	 	 	 	 高知医科大学（現、高知大学医学部）卒業
平成元年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 高知医科大学耳鼻咽喉科教室入局
平成 2年 1月	 	 	 	 	 	 	 	 	 高知市立市民病院研修医
平成 3年 4月	 	 	 	 	 	 	 	 	 医療法人聖祥会聖ヶ岡病院耳鼻咽喉科医長
平成 4年 4月	 	 	 	 	 	 	 	 	 国保仁淀病院耳鼻咽喉科医長
平成 5年 4月	 	 	 	 	 	 	 	 	 高知医科大学医学部耳鼻咽喉科医員
平成11年 3月		 	 	 	 	 	 	 	 	 高知医科大学大学院博士課程修了
平成 8年 4月～平成10年 3月	 	 ハーバード大学医学部耳鼻咽喉科留学
平成11年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 高知医科大学医学部助手
平成18年 4月～12月	 	 	 	 	 	 イタリア、ピアチェンツァ、グルッポ・オトロジコ（マリオ・サンナ教授）留学
平成20年 7月～		 	 	 	 	 	 	 	 東海大学医学部耳鼻咽喉科講師
平成25年 4月～		 	 	 	 	 	 	 	 同准教授
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モーニング教育セミナー６

聴器癌手術

中川　尚志
九州大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉科分野

本セミナーでは側頭骨の解剖から外側側頭骨切除と側頭骨亜全摘の手順とポイントについて述べる。また様々な組織型
における surgical margin について考察する。

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

静脈孔、内頸動脈管の位置関係をおさえておく。茎状突起は内頸動静脈を外側から守っている。錐体骨は軸が側頭部に平
行でなく、内側前方に向かっており、錐体尖や内耳道・外耳道、内頸動脈などの構造物はその軸に平行もしくは垂直の軸
にそっている。

【外側切除（LTBR）】
外耳を鼓膜と骨、外耳道軟骨を一緒に摘出する術式である。後方より皮弁を作成していくときに外耳孔周囲は cavum 

conchae 周囲および tragus の軟骨は摘出側に残す。通常の乳突洞削開を後鼓室開放とともに行う。I-S joint を離断、鼓膜
張筋腱を切断する。顎関節内容物を後壁より剥離し、内側面を露出する。上鼓室と顎関節の間は上方の中頭蓋硬膜に気を
付けながら外側より切断する。下方は外耳道下壁を薄くするように顔面神経外側の深さまで大きく削除した上で下鼓室を
開放する。鼓室骨前下方は乳様突起内側近くまで軟部組織を剥離し、顎関節の剥離部と連続させる。顎関節窩は正中ぐら
いまで剝離し、関節窩内側の耳管外側の骨は厚さに応じて、切断方法を選択する。

【亜全摘（STBR）】
頸部郭清を先に行う。剥離を上方に進め、茎状突起を除去するとその上方に頸静脈孔外側の目印である頸静脈切痕を認

め、その前内側を内頸動脈が走行している。頸静脈孔付近の位置関係は個人差が大きい。このため、内頸動静脈および下
位脳神経を確保して骨切りに進む。通常の乳突洞削開と異なり、S 状静脈洞の位置を同定する。上は中頭蓋硬膜を露出さ
せ、S 状静脈洞の前方の後頭蓋硬膜を頸静脈球後方まで削開する。下方より頸静脈球と顎関節窩内側にある内頸動脈の外
側の骨を削開、露出し、内頸動脈の弯曲部とその上方の中頭蓋硬膜に達する。この時、中頭蓋硬膜を後方および外側へ向
かう切開線を想定して可及的に露出させておくと、上方からの頭蓋底骨の切断が容易になる。後方と下方からの切開線を
頭蓋底側に伸ばし、脈管を確保した上で、側頭開頭を行い、下方からの切開線を確認し、切断、側頭骨を摘出する。

A　 側頭骨右側下面の解剖：a　外耳孔　b　顎関節窩　c　乳様突起　d　茎状突起　e　茎乳突孔　f　側頭線　g　頬骨弓　 
h　頸静脈孔　i　頸静脈孔内突起　j　内頸動脈管　k　破裂孔　l　棘孔　m　卵円孔　n　翼状突起

B　 側頭骨頭蓋底の解剖：a　内耳孔　b　錐体上縁　c　大錐体神経管裂孔　d　棘孔　e　卵円孔　f　S 状洞溝　g　前庭水管
外口　h　頸静脈孔　i　頸静脈孔神経部　j　内頸動脈管　k　舌下神経管　l　大孔　m　下錐体静脈洞溝　n　破裂孔

略歴
昭和61年		 	 	 九州大学卒業、同附属病院研修医
昭和63年		 	 	 九州大学大学院入学
平成 3年 9月	 同上　修了　博士（医学）
平成 3年10月		 九州大学附属病院　医員
平成 7年 2月	 九州大学附属病院　助手
平成 7年 9月	 ベイラー医科大学耳鼻咽喉科・研究助手
平成 9年 9月	 九州大学附属病院　助手
平成16年 8月		 九州大学病院　講師
平成17年11月		 九州大学大学院医学研究院　助教授
平成18年 4月		 福岡大学医学部　主任教授
平成27年12月		 九州大学大学院医学研究院　教授
現在に至る
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モーニング教育セミナー７

各種人工聴覚器手術（人工内耳、人工中耳、植込型骨導補聴器）

髙橋　晴雄 1、野口　佳裕 2

1 長崎みなとメディカルセンター　耳鼻咽喉科、2 国際医療福祉大学　耳鼻咽喉科

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

加しているが、耳科学においてもそれは例外ではなく、かつて多数を占めていた慢性中耳炎や真珠腫に対
する鼓室形成術は減少傾向にあり、代わって聴覚の改善を目指す人工聴覚器の手術が増加している。この
傾向は今後も超高齢化社会を迎えてますます顕著になることが予想されるため、耳科学のスペシャリスト
としては修得すべき必須の手術といえる。

【人工内耳】
人工内耳は日本でもすでに確立した医療となっているが、この約 30 年間でも手術法が改良されてきた。

最も顕著な変化としては、残存聴力活用型人工内耳に代表されるように、蝸牛に低侵襲な手術法がより一
般化している。今回はその低侵襲手術をルーチンとして供覧する。また人工内耳の適応が広がり歴史が長
くなるにつれて、電極再挿入例（入れ替え）や挿入困難な症例も増えつつあり、これらに対応することも
また人工内耳を標榜する耳科医の使命でもあるため、これらの典型例も供覧しその要点をまとめる。

【人工中耳】
人工中耳は、鼓室形成術でも効果がなく補聴器の装用が困難あるいは効果が期待できない中等度の伝音

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

【植込型骨導補聴器】
植込型骨導補聴器（Bone-anchored hearing aid: Baha Ⓡ）はすでに 2013 年に保険収載されており、や

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

略歴
（髙橋　晴雄）
1971年	 	 京都大学医学部入学
1977年	 	 京都大学医学部附属病院研修医
1978年	 	 田附興風会医学研究所北野病院耳鼻咽喉科
1984年	 	 京都大学医学部耳鼻咽喉科助手
1987年	 	 神戸市立中央市民病院耳鼻咽喉科副部長
1987年	 	 米国ピッツバーグ大学医学部耳鼻咽喉科	側頭骨病理学部	研究員
1990年	 	 米国ピッツバーグ大学医学部耳鼻咽喉科	研究助教授
1992年	 	 京都大学医学部耳鼻咽喉科講師
1992年	 	 京都大学医学部博士号取得「滲出性中耳炎と耳管」
2000年	 	 大津赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道科部長
2002年	 	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科（耳鼻咽喉・頭頸部外科学領域）教授
2018年	 	 長崎みなとメディカルセンター理事

（野口　佳裕）
1989年	 	 東京医科歯科大学医学部卒業
1989年	 	 東京医科歯科大学医学部附属病院研修医
1994年	 	 金沢医科大学耳鼻咽喉科助手
1996年	 	 東京医科歯科大学耳鼻咽喉科助手
2000年	 	 東京医科歯科大学耳鼻咽喉科講師
2003年	 	 米国立衛生研究所NIH/NIDCD留学
2015年	 	 信州大学医学部人工聴覚器学講座教授
2017年	 	 国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科学教授
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モーニング教育セミナー８

聴神経腫瘍手術　―その要点と落とし穴―

橋本　　省
国立病院機構仙台医療センター　院長

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

であろう。よって、本セミナーでは経迷路法について解説する。中頭蓋窩法、後 S 状洞法では脳外科との共同手術となる
ことが多いが、経迷路法の経験があれば、耳科医の分担部分は大きな問題なく執刀できるはずである。

経迷路法は中耳手術を行っている耳科医にとっては親しみのあるアプローチであるが、当然ながら、側頭骨の立体的手術
解剖を熟知していることが術者としての絶対条件であり、また、頭蓋内に入れば生命に関わる全く違う世界であるので、決
して中耳手術の延長ではない。頭蓋内の操作についても十分に学んでおくべきである。

手術手技については次項に述べたが、成書も読んでその流れを十分理解しておいてほしい。当日は、手術のノウハウすな
わちポイントとピットフォールについて具体的に解説する。多くの若い耳科医が手技と知識を身につけ、聴神経腫瘍手術に
取り組むことを期待したい。
2．手術手技
ⅰ）皮膚切開から乳突削開

皮切は術者の好みによるが、著者は耳介上方約 10mm の位置から乳突蜂巣の外側を通って乳様突起まで「つ」の字型とし
ている。皮切後、乳突削開は浅い部分から広く充分に行ない、内耳骨胞を確認する。内耳骨胞前方に砧骨短脚が確認できれ
ば前方の削開は十分である。乳突洞後壁を削開し S 状静脈洞を確認するが、まず静脈洞全体を浮き彫りにするように骨壁
を薄く削り、洞表面中央の骨を薄く島状に残し周囲の静脈洞硬膜を露出する（Bill’s island）と、静脈洞の圧迫が可能になる。
ⅱ）迷路摘出、顔面神経管確認

内耳骨包を上外側より削ってゆくと青みを帯びた線状の部分が見えてくる。これが blue line で外側半規管の外側端にあ
たる。これを確認した後、更に削開すると外側半規管が開放され、さらに削開を進めると下方にピンクの部分が見えてくる。
これが pink line で顔面神経鞘表面の血管、すなわち顔面神経管を示すので、乳突部までの走行を明らかにしておく。この
際、顔面神経を露出させないことが大切である。次いで外側半規管、後半規管、上半規管の順に削開を勧め、迷路摘出を完
了する。
ⅲ）内耳道周囲、後頭蓋窩の削開

迷路摘出終了後、削開を進め内耳道硬膜が透見できるよう薄い骨板を残して内耳道を浮き彫りにする（skeltonize）。少な
くも内耳道全周の 50％、腫瘍が大きい場合は 70％を削開することが本手術での重要なポイントである。内耳道上壁の硬膜
直下には顔面神経が存在することが多いので直接硬膜を露出させないよう注意が必要である。

後頭蓋窩側も同様に硬膜上に薄い骨板を残すように削開を進める。上錘体静脈洞、S 状静脈洞、頸静脈球、内耳道で囲ま
れた範囲を skeltonize した後、剥離子等で骨板を除去し後頭蓋窩硬膜を露出する。腫瘍が大きいときは中頭蓋窩硬膜も上錘
体静脈洞と共に露出しておいたほうが良い。また、同様に内耳道硬膜も露出する。
ⅳ）顔面神経の確認と腫瘍の露出

ダイアモンドバーにて外側、上半規管膨大部から内耳道底にかけて軽く削開すると上前庭神経から分枝した外側および上
膨大部神経が確認できる。内耳道底の硬膜を切開した後、膨大部神経を膨大部近くで切断し後方へ牽引すると、まず
vertical crest（Bill’s bar）が見え、その奥に顔面神経が確認できる。

後頭蓋窩硬膜下半部で内リンパ嚢を確認し、上錘体静脈洞に沿った線および内リンパ嚢下縁で後頭蓋窩硬膜を切開すると
直下にくも膜が確認できる。この時、内耳道硬膜も切開する。一部くも膜を切開して脳脊髄液を流出させて脳圧を下げると
小脳が退縮するので、硬膜を小脳側に倒すと腫瘍が露出される。

内耳道内で顔面神経と腫瘍の境界を確認し、それに沿って腫瘍を顔面神経から剥離して行く。後頭蓋窩内で腫瘍は第 8 脳
神経に包まれた形になっていることが多いので、神経から腫瘍を剥離し、剥離面を顔面神経との境界につなげると腫瘍が摘
出される。
ⅴ）閉頭

止血を確認し、側頭筋膜とフィブリングルーで後頭蓋窩を閉鎖する。また、筋肉片を上鼓室から耳管方向に詰めた後、グ
ルーで密閉する。腹部脂肪組織を小指頭大に分割し、グルーで固定しつつ乳突洞に充満し、閉創する。ドレインを留置して
はならない。

略歴
1978年 3月	 	 東北大学医学部卒
1982年 1月	 	 東北大学医学部耳鼻咽喉科助手
1984年 9月	 	 米国ハーバード大学研究員
1987年 1月	 	 いわき市立総合磐城共立病院耳鼻咽喉科医長
1988年 1月	 	 デンマーク、コペンハーゲン大学客員講師
1989年10月	 	 東北大学医学部耳鼻咽喉科講師
1992年10月	 	 国立仙台病院耳鼻咽喉科医長
1996年 4月	 	 東北大学医学部耳鼻咽喉科助教授
2001年12月	 	 国立仙台病院耳鼻咽喉科医長
2005年 4月	 	 国立病院機構仙台医療センター総合感覚器科部長
2014年 4月	 	 同　副院長
2017年 4月	 	 同　院長
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モーニング教育セミナー９

内視鏡下耳科手術 
―内視鏡が威力を発揮する耳科手術の具体例―

水足　邦雄
防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座

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

内視鏡システムは、TEES を行うのであればメーカーは問わないが、絶対に HD（high definition）の画
質が必要である。副鼻腔手術で用いているシステムをそのまま流用することが多く、当院でも副鼻腔手術と
共用であるが、硬性内視鏡についてはできるだけ 2.7mm の細経内視鏡を使用する方が良い。また光源は
LED を用いることが望ましい。また TEES ではワーキングスペースが限られており、内視鏡耳科手術用に
開発された剥離子が有用である。
・TEES を行うための工夫

あらゆる手術で、快適な手術操作を行うための術野を作ることが重要であるが、TEES も例外ではない。
内視鏡を保持する左腕を固定するための手台を使用することは、手術中の疲労を大幅に軽減してくれる。ま
た内視鏡挿入を容易にするために外耳道を直線化する工夫を紹介する。
・外リンパ瘻に対する TEES

初めて TEES を行う症例としては、外リンパ瘻が適している。解剖が正常であること、手技が限られて
おり特別な熟練が必要ないことがその理由である。本手術を通じて、安全な tympanomeatal flap 挙上や経
外耳道的に観察した鼓室の解剖について十分に習得するのがよい。
・慢性中耳炎における鼓膜形成

内視鏡を用いた接着法による鼓膜形成をすでに内視鏡下で行っている施設は多い。本セミナーでは一歩進
んで、内視鏡を用いても穿孔全周の観察が難しい、曲がりの強い外耳道に対する TEES を供覧する。手術
手技そのものは、顕微鏡下手術と全く同様であるが、外耳道削開範囲が極めて少なくて済むこと、圧倒的に
良好な視野で確実に移植片を挿入することが可能であるなど、内視鏡手術が威力を発揮する手術である。
・アブミ骨手術

経外耳道的アプローチの特性を活かすことのできる手術の一つが stapedotomy である。顕微鏡手術に比
べ、アブミ骨のより広い部分の観察が容易にできるため、演者はすべての耳硬化症・耳小骨奇形の手術を内
視鏡下で行っている。当院ではアパセラム -C を用いたアブミ骨手術を行っており、この術式を供覧する。
・先天性真珠腫に対する鼓室形成術手術

演者が内視鏡耳科手術が最も威力を発揮すると考えているのが先天性真珠腫である。早期症例であっても、
真珠腫の発生はツチ骨前方に多いため、耳後部切開による顕微鏡アプローチでは、耳小骨連鎖の保存は極め
て困難である。一方内視鏡による経外耳道手術では、極めて容易に連鎖の保存が可能である。小児特有の狭
い外耳道も、2.7mm の内視鏡を使用することでほとんどの症例で対応可能である。本セミナーでは、さら
に進展した先天性真珠腫の手術も供覧する。
・弛緩部真珠腫に対する transmeatal atticotomy と鼓室形成術

弛緩部型真珠腫の早期で乳突洞進展の軽度な症例は TEES の良い適応であり、症例数も多い。TEES に
よる弛緩部型真珠腫手術では、経外耳道的に真珠腫の進展範囲に応じて上鼓室を開放し真珠腫母膜を明視下
に置きながら、上鼓室粘膜を保存しつつ剥離を進めていく。その際、キヌタ骨およびツチ骨外側と真珠腫母
膜との癒着を、内視鏡による強拡大の視野により確実に剥離を進める事も可能である。本セミナーでは、で
きるだけ特別な器具を使用しない手術を供覧する。

略歴
平成11年		 横浜市立大学医学部　卒業
同年	 	 慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科学教室　入局
平成18年		 慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科学教室　助教
平成21年		 Harvard	Medical	Schoolポスドク／MEEI	Eaton-Peabody研究所　研究員
平成24年		 国立成育医療研究センター　感覚器形態外科部　医員
平成26年		 防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座　講師　現在に至る
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外耳道後壁保存型鼓室形成術

高橋　邦行
新潟大学大学院医歯学総合研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

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

本セミナーでは、CWU 法を行う際の基本的な手術手技、陥りやすいピットフォールについて、
わかりやすい図と実際の手術動画を用いて概説する。ポイントは手術準備の段階から始まり、手
術手技のルーチン化、状況における適切な道具、材料の選択、小児、成人の特徴を踏まえた解剖
の理解にあると考えている。本セミナー受講により、耳科手術を始めたばかりの術者が、確実、
効率的でかつ安全な手術を身につけ、熟練術者に少しでも近づくヒントとなることを期待してい
る。
略歴
平成10年 3月		 新潟大学医学部医学科卒業。耳鼻咽喉科学教室に入局。
平成18年 3月		 新潟大学大学院医歯学総合研究科卒業。医学博士取得。
平成22年 1月		 新潟大学医学部　助教
平成24年 4月		 新潟大学医歯学総合病院　病院講師
平成27年 4月		 新潟大学医歯学総合病院　講師
平成27年12月		 新潟大学医学部　准教授
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メニエール病の外科治療

土井　勝美
近畿大学医学部耳鼻咽喉科

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

の後、最終的に手術が選択される症例は、メニエール病の約 20％である。外科治療には、以下に示すいくつかの
選択肢があり、年齢、重症度、聴力レベル、対側耳の状態、社会的・経済的要素も考慮した上で、最適の治療法が
選択される。

外科治療の中で、内リンパ嚢手術の再発率は、短期で 10-15％と良好であるが、長期成績では 30％前後に上昇す
るとされ、再手術や別の外科治療の適応となる。鼓室内 GM 治療や中耳加圧治療は、比較的侵襲が小さく EBM の
蓄積が始まっているが、やはり 20-30％の再発率が報告されている。前庭神経切断術と迷路破壊術の再発率は 10％
以下と極めて低率であるが、一方で、大きな侵襲を伴い、重篤な合併症や前庭代償不全の危険性が危惧される。
2．内リンパ嚢手術

現在も手術的治療の選択肢の一つとして実施される。内リンパ嚢を開放して drainage を行う手術、内リンパ嚢
と後頭蓋窩硬膜を減圧するのみの手術、内リンパ嚢を摘出する手術等、さまざまな方法が試みられている。どの手
術内容によっても治療成績に大きな差は見られず、短期成績では 90％前後の症例でめまい発作は良好に制御され、
より長期でのめまい制御率は 70％前後に落ち着く。内リンパ嚢手術を施行された症例中で、追加の手術的治療（再
手術を含む）を必要としたものは 7-37％とされている。
3．ゲンタマイシン・ストレプトマイシン（GM・SM）治療

いわゆる外来診療（office procedure）の一つとして施行可能であり、低侵襲かつ低コスト（医療費）が特徴で
ある。GM 鼓室内注入術では、鼓膜切開を行ってチュービングを施行して数回にわけて投与する方法、鼓膜経由で
25G 針ツベルクリンシリンジを用いて注入する方法等、さまざまな投与法がある。内リンパ嚢手術とほぼ同等のめ
まい制御率が報告されている。聴力への影響（悪化）に関しては、鼓室内投与の方法と回数、GM の使用濃度と
pH 調整、治療終了時点（end-point）の設定等にさまざまな改良がなされた現在でも、20-30％の症例で難聴の進行
が指摘されている。
4．中耳加圧治療

鼓膜への換気チューブ留置後に、Meniett Ⓡを用いて +120daPa の陽圧パルスを中耳に与える治療が、1999 年米
国 FDA の承認を受けた。同様の処置を行うものの加圧を行わない対照群を用いて、double-blind、randomized、
placebo-controlled clinical trial がいくつか施行され、75-90％と良好なめまい制御率が報告されている。一方で、
鼓膜チューブ留置のみでも同等の治療効果が得られたとして、同治療にプラセボ効果以上の治療効果はないとする
報告もある。本治療の安全性と低侵襲性を考えると、将来的により広く普及する可能性を有する治療の一つである。
5．前庭神経切断術

末梢前庭から中枢への神経入力を遮断することを目的として、前庭神経切断術が施行される。メニエール病の手
術的治療の中で、最も治療効果が高く、最も侵襲の大きな治療法である。前庭神経に到達するアプロ - チ法により、
経中頭蓋窩法、後迷路法、後 S 状静脈洞法に分類される。

後 S 状静脈洞法では、後頭下開頭の後、S 状静脈洞の後縁にそって硬膜を切開、直下に小脳片葉が露出するので、
これを軽く内方へ圧排すると小脳橋角部が明視下に入る。第 8 脳神経を吻側の前庭神経と尾側の蝸牛神経とに分け、
徴小手術用尖刀にて前庭神経のみの切断を行う。経中頭蓋窩法では、側頭部開頭の後、側頭葉を剥離・挙上して錐
体骨上面を露出させ、中頭蓋底削開を進めて内耳道を同定する。内耳道硬膜を切開すると、前方に顔面神経、Bill’s 
bar をはさんで後方に前庭神経が局在する。上・下前庭神経を切断し、中枢側に追加で前庭神経の切断を行う。
6．まとめ

内科治療に抵抗性を示す難治性メニエール病に対する外科治療を中心に紹介する。難治性頭位めまい症、上半規
管裂隙症候群等、他の難治性めまい疾患に対する外科治療についても、時間の許す限り紹介したい。

略歴
昭和56年		 山口大学医学部医学科卒業
平成 2年		 大阪大学大学院医学系研究科修了
平成 2年		 米国国立予防衛生研究所：客員研究員（NIH,	NIDCD）
同　 4年		 大阪大学医学部：助手（耳鼻咽喉科学講座）
同　 7年		 大阪大学医学部：講師（耳鼻咽喉科学講座）
同　12年		 大阪大学大学院医学系研究科：准教授・副科長（感覚器外科学耳鼻咽喉科学講座）
同　17年		 大阪大学大学院医学系研究科：病院教授（脳神経感覚器外科学耳鼻咽喉科学講座）
同　22年		 近畿大学医学部：主任教授（耳鼻咽喉科学講座）
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これさえ聞けば！　耳科手術準備 A to Z

高橋　優宏
国際医療福祉大学三田病院　耳鼻咽喉科

〈はじめに〉
鼓室形成術に代表される耳科手術は扱う手術器具が多く、大学などのスタッフの入れ替わりが

毎年ある施設では助手、看護師が手順やその扱いを十分に把握し手術に臨むことが困難である。
そのため術者がより術野に集中できる環境にするには、手術全体の徹底したルーティーン化とス
タッフの教育が重要である。本セミナーでは当院での取り組みをふまえて耳科手術の準備と周辺
機器について概説する。

〈術前準備〉
聴覚評価：標準純音聴力検査・標準語音聴力検査、鼓膜正常な伝音難聴症例ではインピダンス

オージオメトリー（ティンパノグラム、アブミ骨筋反射）は必須となる。穿孔症例はパッチテス
トにて気導聴力の改善を確認する。人工内耳、人工中耳適応となる症例に対しては、補聴器適合
検査の指針（2010）1）に基づいて補聴器装用閾値・補聴器適合検査を行う。特に人工中耳症例に
ついては複数回の補聴器適合検査にて手術適応を判断する。また、人工内耳症例では成人例も難
聴遺伝子検査を必須としている。

画像検査：側頭骨 CT にて外耳道、鼓膜、耳小骨、内耳、顔面神経、中頭蓋窩、S 状静脈洞な
どを観察する。人工内耳症例では側頭骨 CT の他、内耳 MRI を必須として内耳・内耳道の状態
を確認する。人工中耳症例は乳突開放型鼓室形成術後耳である場合が多く、正円窓周囲を十分に
チェックする。

〈手術準備〉
手術は鼓膜形成術も含めて、全例全身麻酔で施行している。術側によって、顕微鏡・顔面神経

モニター・麻酔器・電気ドリルのコンソール・内視鏡モニター・手術器台の位置はすべて決まっ
ており、顔面神経モニターは人工内耳・人工中耳手術および中耳真珠腫では必ず装着している。
手術器具セットは鼓室形成用と人工内耳用の 2 種類が 2 セット組まれている。本セミナーにて当
院手術器具を供覧する。

〈手術〉
人工内耳・人工中耳手術を中心に以下の点について解説する。
①器具の配置　②手術手順　③手術手技
奇形などの構造上問題のない人工内耳症例は全て、蝸牛構造温存を目的とした正円窓アプロー

チによる低侵襲人工内耳手術を施行している。正円窓膜の切開、柔軟性のある電極の挿入時に使
用する器具、ポイントを供覧する。現在、小児人工内耳症例では両側同時手術を基本として勧め
ており、その進行についても供覧する。人工中耳症例では、FMT の正円窓留置位置確認のため、
外径 2.7mm、有効長 18cm の 0 度の硬性内視鏡を併用している。症例を供覧する。
参考文献
1）補聴器適合検査の指針（2010）．Audiology Japan. Vol.53: p708–726, 2010.
略歴
平成 8年		 	 	 横浜市立大学医学部卒業
平成11年		 	 	 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター　助手
平成13年		 	 	 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　耳鼻咽喉科医員
平成16年		 	 	 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター　助手
平成19年		 	 	 横浜市立大学附属病院　助教
平成23年		 	 	 横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科　講師
平成29年 4月		 国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科　准教授
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タブレット端末を用いた中耳・側頭骨 3D 手術解剖と側頭骨 CT・MRI 教材

平賀　良彦
静岡赤十字病院耳鼻咽喉科 

慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

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

CT・MRI の読影が求められる。手術に臨む際は、危険部位や適切な骨削開範囲などの手術解剖を熟知す
る必要があるが、側頭骨には耳小骨や顔面神経、内耳、内耳道が危険部位である脳硬膜、内頸動脈、頸静
脈球、S 状静脈洞に囲まれ立体的に複雑に位置し、その解剖を理解するのは容易ではない。近年タブレッ
ト端末を用いた教材が医学分野においても多数製作されている。慶應義塾大学では複数の臓器、診療科で
iPad や iPhone 用のアプリ教材を（株）メタ・コーポレーション・ジャパンと共同開発しており、当科で
も側頭骨の手術解剖や画像読影の教育などに活用している。本講義ではこれらの教材を用いて、手術解剖
と CT・MRI の読影のポイントについて解説を行う。

【中耳・側頭骨 3D 手術解剖】
本教材では側頭骨解剖の各レイヤーにおいて、予め設定した同一の複数の角度から撮像を行い、側頭骨

解剖実習を補えるように配慮し作成した。この手法により、本教材では実際の手術のように様々な方向か
らの3Dでの観察や拡大縮小が可能となっている。また、keyとなる画像には解剖部位の解説を付けており、
各レイヤーの重ね合わせが可能なのが特徴である。本講義では皮弁挙上や鼓膜の観察から、経外耳道的な
中耳手術、後鼓室開放術や顔面神経減荷術などの経乳突的手術（図 1）、経迷路法による聴神経腫瘍手術
を想定した内耳道や硬膜の開放までを 33 段階のレイヤー解剖を用いて解説を行う。

【側頭骨 CT・MRI】
近年 PACS の普及により、一般臨床の現場では画像を連続スライスで送りながら読影することが多い。

このことを意識し、Axial、Coronal、Sagittal すべての方向で、同一スライスの CT と MRI を自由に重ね
合わせられ（図 2）、かつ各部位の解説の ON/OFF やクイズ表記も可能な教材を作成した。本教材は本学
会ホームページの会員用ページ経由で無料公開しアンケートを実施している。本講義では内耳道内の神経
走行や顔面神経、内耳やその周囲の構造、その他勘違いし易い鼓室内構造の画像読影について、本教材を
用いて解説を行う。

本解剖教材の開発に際しては、慶應義塾大学倫理委員会の承認の下（承認番号 20070026）で、慶應義
塾大学医学部クリニカルアナトミーラボにおいて「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドラ
イン」に沿って固定遺体を用いている。申告すべき利益相反はない。

略歴
2006年 3月	 	 慶應義塾大学医学部卒業　
2006-2008年		 国立病院機構東京医療センター　初期臨床研修医
2008年 4月	 	 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室　入局
2008-2013年		 慶應義塾大学病院および関連病院
2013-2016年		 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室　助教
2016年-	 	 	 	 静岡赤十字病院耳鼻咽喉科
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第 24 回日本耳科学会奨励賞受賞者講演

ANCA 関連血管炎性中耳炎の寛解導入治療後の聴力経過

立山　香織、児玉　　悟、渡辺　哲生、平野　　隆、川野　利明、梅本　真吾、鈴木　正志
大分大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】
ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）は、難聴や耳漏を主訴とし難治性中耳炎とともに骨導閾値

上昇を認める難治性疾患であり、経過中の聴力評価は治療効果判定及び予後予測において重要である。
また、治療経過で予後予測がある程度可能であれば、患者に対する予後説明や、最終的な聴力予後が不
良であった場合の補聴器調整時期、人工内耳手術検討の一助となりうる。今回我々は、OMAAV の寛
解導入治療開始後の早期聴力経過と治療効果に関わる因子について検討したので報告する。

【対象と方法】
対象は、2005 年から 2015 年の間に当科を受診し、寛解導入治療開始から聴力経過を追えた OMAAV 

15 例 25 耳である。治療効果判定は、厚生省特定疾患急性高度難聴班会議の判定基準を用い、250Hz か
ら 4000Hz の 5 周波数平均気導聴力レベルによって、治癒：聴力レベル 20dB 以内、著明回復：30dB 以
上改善、回復：10-30dB 未満、不変 10dB 未満とした。寛解導入治療による治療効果判定、気骨導差の
改善、治療開始後 1 週間、1 ヶ月、3 ヶ月目の純音聴力検査による気導、骨導それぞれの 5 周波数平均
聴力レベルの経過について検討した。

【結果】
①患者背景

症状出現から治療開始までの期間は平均 5.2 ヶ月、中央値 4 ヶ月（1-18 ヶ月）であった。ANCA 関連
血管炎として寛解導入治療が開始されるまでの前医および当科での治療歴は、鼓膜切開 12 例（80％）、
鼓室換気チューブ留置術 7 例（47％）抗菌薬投与 12 例（80％）、短期的なステロイド投与 9 例（60％）
であった。ANCA 型は MPO-ANCA 陽性 9 例、PR3-ANCA 陽性 2 例、ANCA 陰性例は 4 例存在した。
全経過中、顔面神経麻痺を 5 例（33％）、肥厚性硬膜炎を 6 例（40％）に認め、肺病変を 8 例（53％）、
腎病変を 2 例（13％）に合併した。
②寛解導入治療後の治療効果判定

治癒・著明回復に至った症例は、14 耳（56％）、回復は 7 耳（28％）、不変は 4 耳（16％）であった。
また、聴力固定時期は、治療開始後 1 週間目までであった症例がそれぞれ 10 耳（40％）、1 週間から 1 ヶ
月目であった症例は 10 耳（40％）、1 ヶ月から 3 ヶ月目であった症例は、5 耳（20％）であった。80％
の症例で 1 ヶ月目までに聴力固定し、治療開始 3 ヶ月目以降で聴力改善を認めた症例は存在しなかった。
気骨導差は、治療開始前平均 24.2dB から治療後 3 ヶ月目で平均 5.4dB と有意な改善を認めた。
③聴力経過

初診時と治療開始 1 週間の気導聴力の差の平均は、治癒・著明回復群（n=14）で 26.4dB、回復群（n=7）
で 11.7dB、不変群（n=4）で -4.5dB と、治療効果が良好であるほど治療開始 1 週間目の聴力改善の立
ち上がりが良好であった。一方、初診時と治療開始 1 週間の骨導聴力の差の平均は、気導聴力治療効果
判定における治癒・著明回復群で 7.7dB、回復群で 3.4dB、不変群で -6.3dB であった。また、気導、骨
導いずれも治療開始 1 ヶ月目までは改善傾向を示したが、1 ヶ月以降の聴力改善傾向は乏しかった。
⑤治療効果に関わる因子の検討

治療開始後 3 ヶ月の聴力が治癒・著明回復に至った症例を治療効果良好群、回復および不変症例を治
療効果不良群とし、各群の年齢、症状出現から治療開始までの期間、初診時気導聴力グレード、初診時
骨導聴力グレード、免疫抑制剤使用の有無による聴力予後を比較した。その結果、骨導聴力レベル（55dB
未満）、1 週間以内に 20dB 以上の聴力改善を認めた早期治療反応良好例が治療効果に関わる可能性が示
唆された。

【結論】
OMAAV は突発性難聴と同様、早期の治療に対する反応が聴力予後に関わり、治療開始 1 週間目の

聴力評価により寛解導入治療開始後の聴力経過予測が可能であると考えた。また、初診時の骨導聴力が
保たれていること（55dB 未満）も、治療効果に関わると考えられた。

受賞講演では、本論文執筆のきっかけとなり、これまで関わらせていただいた OMAAV 全国調査ワー
キンググループの活動についても報告する。
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人工内耳装用児における電気生理学的検査（EABR、多チャンネル脳波検査）
の有用性

山崎　博司
大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】人工内耳は先天性高度難聴児が音声言語を獲得する手段として広く用いられるようになった。
人工内耳の装用効果は主に語音弁別能検査や聴性反応などの行動学的検査で評価されるが、低年齢の小児や
発達障害を有する患者では他覚的検査の併用が必要となる。また、人工内耳を介した聴覚神経回路の発達を
評価するためには人工内耳を用いた電気生理学的検査が不可欠となる。発表者は、2012 年 9 月〜 12 月にオー
ストラリア・メルボルンの Royal Victorian Eye and Ear Hospital（RVEEH）で clinical observer として、
2015 年 1 月〜 2016 年 2 月にカナダ・トロントの The Hospital for Sick Children（SickKids）で research 
fellow として勤務し、それぞれ（1）蝸牛神経低形成（CND）症例の人工内耳装用効果と術中 EABR の関連、

（2）多チャンネル脳波検査を用いた両側人工内耳装用児の両耳間時間差（ITD）情報処理の評価を行ったの
で報告する。

【方法】（1）術前の MRI で CND と診断された先天性感音難聴児 19 名（平均術時月齢 27.1±11.7）を対象と
した。術前 MRI で蝸牛神経の本幹である第 8 脳神経の小脳橋角における径に注目し、第 7 脳神経よりも細
い症例を“CN7>CN8”、第 7 脳神経よりも太いか同じ径の症例を“CN7 ≤ CN8”と分類した。また、術中
EABR における再現性のあるⅤ波の有無で“eV 陽性”群と“eV 陰性”群に分類した。さらに各群の人工
内耳術後 2 年目の category of auditory performance（CAP）スコアを比較した。
（2）両側同時人工内耳植込術を受けた先天性高度難聴児 16 名（人工内耳群）と、正常聴力児 13 名（コン

トロール群）を対象とした。人工内耳群の術時年齢は 2.01±0.95 歳で、検査時年齢は 6.13±0.79 歳であった。
一方、コントロール群の検査時年齢は 5.24±0.95 歳であった。人工内耳群はパルストレイン、コントロール
群はクリックトレインを使用し、いずれの群でもあらかじめ刺激を両耳に呈示して左右の刺激の大きさが同
一になるように、被験者ごとに刺激強度の調整を行った。複数の ITD の条件ごとに 64 チャンネル脳波計を
用いて皮質聴覚誘発電位を計測し、Time Restricted Artifact and Coherent Suppression beamformer 解析
を用いて P1 ピークの背景にある神経活動源のダイポールモーメントを推定した。

【結果】（1）19 例の CND 症例は、7 例が“CN7>CN8”、12 例が“CN7 ≤ CN8”と分類され、CAP スコアは
それぞれ 1.1±1.5、4.1±1.5 と有意差を認めた。一方、術中 EABR では 10 例が“eV 陰性”、9 例が“eV 陽性”
と分類され、CAP スコアはそれぞれ 1.8±1.9、4.3±1.2 と有意差を認めた。MRI と EABR の結果を組み合
わせ、“CN7>CN8”かつ“eV 陰性”を満たす 6 症例と、“CN7 ≤ CN8”かつ“eV 陽性”を満たす 8 症例に
注目すると、それぞれ全例が 3 以下と 3 以上の CAP スコアを示し、装用効果の良・不良を明確に区別する
ことができた。
（2）人工内耳群とコントロール群は共に ITD に関連した右聴覚野優位の反応を示したが、その傾向はコ

ントロール群でより明確であった。コントロール群では先行音の対側の聴皮質の反応が強い傾向であったの
に対し、人工内耳群では ITD の条件による優位側の変化は認めなかった。

【考察】（1）CND 症例では、MRI で評価した第 8 脳神経の形態と、EABR で評価した脳幹聴覚神経回路の
機能を総合的に評価することにより、人工内耳植込術の時点で術後の装用効果をある程度予測できる。この
方法で人工内耳装用効果を早期から予測することにより、術後の言語リハビリテーションをより適切に計画
できると考えられる。
（2）両側同時人工内耳群では、少なくとも聴覚野レベルでの ITD の情報処理がコントロール群と異なる

ことが明らかになった。今後、低年齢で両側同時に人工内耳手術を行っても聴覚神経回路の発達に異常をき
たす原因を明らかにする必要がある。

【まとめ】人工内耳を用いた電気生理学的検査により、人工内耳装用児の聴覚神経回路の機能や発達を評価
することが可能となった。これらの知見を臨床に応用することにより、質の高い人工内耳医療が実現できる
と考える。

略歴
平成18年		 京都大学医学部M.D.	–Ph.D.コース卒業
同年	 	 神戸市立医療センター中央市民病院初期研修医
平成20年		 神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科後期研修医
平成23年		 神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科クリニカルフェロー
平成24年		 Melbourne	Royal	Victorian	Eye	and	Ear	Hospital,	Clinical	Observer
平成27年		 The	Hospital	for	Sick	Children	(SickKids),	Research	Fellow
平成28年		 京都大学医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科耳科学フェロー
平成29年		 大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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米国（ボストン）Massachusetts Eye and Ear Infirmary 研究留学について

勝見さち代
Massachusetts Eye and Ear Infirmary

Massachusetts Eye and Ear（通称 Mass. Eye and Ear）は米国東海岸マサチューセッツ州ボ
ストンに位置し、その名のとおり眼科、耳鼻科に特化し、ハーバード大学医学部の教育施設も担っ
た、研究、臨床、教育の 3 本の柱の揃った病院です。創設は 1824 年に遡り、現在では毎年 U.S. 
News & World Report より発表される全米病院ランキング耳鼻咽喉科部門において 2015–2016
年は全米・州内 1 位、2016 － 2017 年は全米 2 位・州内 1 位と例年 TOP3 にランクされる病院で
す。ランキングの項目には研究成果、手術件数、入院・外来患者数等のみでなく、患者様満足度、
看護ケアの質、耳鼻咽喉科医師からの評価が含まれており、あらゆる面において優れた病院と評
価されいます。また、眼科領域では、2018 年 3 月に世界で初めて、遺伝性疾患に対し FDA（U.S. 
Food and Drug Administration）承認の遺伝子治療を行ったことも話題となりました。

（ボストン市内を流れる Charles River のほとりに立つ Mass. Eye and Ear）

耳鼻咽喉科の研究領域は、難聴と聾（Hearing and Deafness）、前庭（Vestibular）、鼻副鼻腔
障害（Sinus and Nasal Disorder）、音声言語（Voice and Speech）、顔面形成・再建（Facial 
Plastic and Reconstructive Surgery）、頭頸部（Head and Neck）の 6 つに別れており、さらに
Hearing and Deafness 領域は、約 10 の研究室からなる Eaton-Peabody Laboratories（EPL）、
その他耳鳴研究室、病理研究室等に別れています。現在、難聴領域の研究室には、私を含め日本
全国から 7 人の研究者が研究留学生活を送っています。私は、2017 年 4 月より Konstantina 
Stankovic 先生のラボに勤務しています（https://stankovic.hms.harvard.edu）。当研究室の主な
テーマは、聴神経腫瘍による難聴の原因解明、内耳性難聴の診断、予後、治療の改善です。発表
では、留学を検討されている先生方にむけて、Mass. Eye and Ear に加え、ボストンでの生活に
ついても、紹介させていただきます。
略歴
2004年 3月	 	 藤田保健衛生大学医学部卒業
2004年 4月	 	 名古屋第二赤十字病院臨床研修医
2006年 4月	 	 同病院耳鼻咽喉科医員
2009年 4月	 	 名古屋市立大学病院臨床研究医
2015年 2月	 	 名古屋市立大学大学院医学研究科医学博士取得
2015年 4月	 	 名古屋市立大学病院耳鼻咽喉科　病院助教
2015年 8月	 	 名古屋市東部医療センター耳鼻咽喉科　副部長
2017年 4月	 	 Massachusetts	Eye	and	Ear	Infirmary	Postdoctoral	fellow
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海外留学報告
―ミシガン大学クレスゲ聴覚研究所―

栗岡　隆臣
防衛医科大学校病院 耳鼻咽喉科学講座 

防衛省海上幕僚監部 衛生企画室

2015年4月から1年間、米国ミシガン州アナーバーにあるミシガン大学クレスゲ聴覚研究所（Kresge 
Hearing Research Institute：KHRI）へ研究留学する機会を得たので、その概要について報告する。

私は留学する数年前から、内耳障害の発症機序や内耳の形態学に興味を持つようになり、ちょうど
その頃ミシガン大学への留学のお話を紹介頂いたので、遺伝子治療や内耳再生等を専門にされている
Yehoash Raphael 教授の研究室に留学させていただきました。留学前は新たな世界に飛び込むことに
対して、ワクワクする気持ちで盛り上がる反面、恐怖に似た不安があったことは今でも鮮明に覚えて
います。渡米当初はカルチャーショックの連続で、生活準備や英語にも苦労しましたが、3 ヶ月も過
ぎると徐々に生活にも慣れ、自分の研究にも向き合うことができるようになりました。時間があれば、
各種イベントやアクティビティにも積極的に参加するように心がけ、交友関係を広げたことは非常に
有意義でした。また、英語は決して得意な方ではありませんでしたが、諦めずに飛び込んでいく気持
ちが重要であることを学びました。

留学中の私の研究テーマは、「選択的有毛細胞死によって蝸牛および中枢ではどのような変化が引
き起こされるか？」と「どのようなプロセスで有毛細胞は死に至るのか？」の 2 つであり、研究内容
自体は、初心者の私にも理解し易いものでした。研究に対する姿勢や考え方などは、決して日本では
習得することができなかったものであり、常に疑問を持ちながら、なぜ結果が出ないのかを考察する
ことの重要性を学びました。その他にも、留学中の研究では色々な失敗やピンチ、ハプニングなども
多々ありましたが、それらを乗り越えられた時に得られる自信というものは、今の私にとって非常に
大きなものであります。幸いにも、1 年間の限られた留学期間ではありましたが、研究成果を形にす
ることができたことも満足できるものでした。

今回の私の発表が、今後海外留学（特に KHRI）を志す先生方のお役に少しでも立てば幸いです。
最後に私の海外留学に際して、アドバイスやご支援等を賜りました多くの先生方に対し厚く御礼申し
上げます。

略歴
2005年 3月	 	 防衛医科大学校医学科卒業
2005年 4月	 	 防衛医科大学校病院
2007年 6月	 	 自衛隊呉病院耳鼻咽喉科
2009年 8月	 	 防衛医科大学校病院耳鼻咽喉科
2011年 8月	 	 自衛隊横須賀病院耳鼻咽喉科
2012年10月	 	 防衛医科大学校医学研究科
2015年 4月	 	 ミシガン大学クレスゲ聴覚研究所
2016年10月	 	 防衛省海上幕僚監部衛生企画室
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アメリカ NIH/NIDCD での留学経験

本田　圭司
総合病院土浦協同病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科

アメリカ国立衛生研究所（National Institutes of Health、以下 NIH）は、27 の施設で構成さ
れる米国最大の医学研究施設である。NIH の主たる事業は extramural research といって、日本
での科研費のように NIH 以外の大学や研究所、医師や研究者に研究費を提供するものであるが、
予算の 10％は NIH 内に設立された研究所での研究活動に当てられており、intramural research
とよばれている。NIH のメインキャンパスはワシントン DC の北西にあるメリーランド州ベセ
スダ市にあり、そこでは 6000 名以上の研究者が勤務している。

私は 2013 年 9 月から 2016 年 8 月まで、NIH の一部門である National Institute on Deafness 
and Other Communication Disorders（以下 NIDCD）の Andrew J Griffith 研究室に客員研究員
として在籍していた。NIDCD は、聴覚や平衡覚、味覚、嗅覚、発声などの障害を研究するため
に 1988 年に設立された。その名が示すとおり、特に難聴の研究に重点が置かれている。2014 年
に新しい研究棟が完成し、それまでメインキャンパスの内外でばらばらに分かれていた 10 以上
の研究室が 1 つの建物に集まったことで、研究室間のコラボレーションや抄読会などが盛んに行
われている。NIDCD には、数多くの難聴遺伝子を同定した Dr. Thomas Friedman、内耳形態の
権威である Dr. Bechara Cashar、内耳の発生で著名な Dr. Doris Wu や Dr. Matthew Kelley な
どの研究室があり、渡米する前に論文でよく名前を見かけていた人々と同じところで研究し、時
にディスカッションできるのはたいへん刺激的だった。また、NIDCD は政府機関であるため出
張に対する予算が厳しく管理されており、年に 1 回開かれる ARO meeting を除いてほとんど学
会に出席することがなかったが、その代わりに毎週のように講演者を招待してセミナーを開いて
おり、内耳研究の最前線をキャッチアップするのにこの上ない環境であった。

メリーランド州は緯度的には日本の東北地方に位置し、実際、日本と似たような四季がある。
時には大陸ならではの雷雨や寒波、大雪に見舞われることもあったが、総じてすごしやすい気候
であった。ベセスダ市近郊は治安がよく、家賃もボストンや西海岸と比べれば比較的安く、公立
学校の教育も充実しており、家族とともにかけがえのない海外生活を楽しむことができた。

本セッションでは、これから留学を考えている耳鼻科医の先生方の参考になるべく、NIDCD
での研究活動やメリーランド州での留学生活について、私自身の経験や現在留学中の先生たちか
ら伺った直近の話を交えて紹介させていただきたい。
略歴
平成15年 3月		 東京大学工学部卒業
平成19年 3月		 東京医科歯科大学医学部卒業
平成21年 4月		 東京医科歯科大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科入局
平成25年 9月		 米国NIH/NIDCD客員研究員
平成28年 9月		 総合病院土浦協同病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科科長



ランチョンセミナー
10月４日（木）12：20～13：10

第１会場　ランチョンセミナー１ 
共催：株式会社モリタ製作所

第２会場　ランチョンセミナー２ 
共催：田辺三菱製薬株式会社

第３会場　ランチョンセミナー３ 
共催：株式会社日本コクレア

第４会場　ランチョンセミナー４ 
共催：ブルームヒアリング株式会社

第５会場　ランチョンセミナー５ 
共催：カールツァイスメディテック株式会社

10月５日（金）12：20～13：10

第１会場　ランチョンセミナー６ 
共催：メドエルジャパン株式会社

第２会場　ランチョンセミナー７ 
共催：日本メドトロニック株式会社

第３会場　ランチョンセミナー８ 
共催：日本光電工業株式会社

第４会場　ランチョンセミナー９ 
共催：大鵬薬品工業株式会社

第５会場　ランチョンセミナー10 
共催：ゼロシーセブン株式会社

イブニングセミナー
10月４日（木）17：10～18：00

第２会場　イブニングセミナー 
共催：株式会社エントリージャパン／ハインツ・クルツ社
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ランチョンセミナー１

実例から学ぶ側頭骨画像診断のポイント

坂口　博史
京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

【はじめに】
耳科診療において、画像診断は理学的所見、聴力検査とならび診断の根幹をなす検査である。特に手術

症例においては術式の選択、合併症の回避などの術前プランニングに必須であり、また理学的に容易に診
断できない症例においては診断の決め手となりえる。主な画像診断法は CT と MRI であるが、いずれも
近年の技術の進歩で空間分解能や断面構築の自由度が向上し、側頭骨の微細な構造がより詳細かつ明瞭に
観察できるようになってきた。具体的な技術として、CT では multi planar reconstruction（MPR）や
cone beam CT（CBCT） の 普 及、MRI で は 高 磁 場 化 や non echo planar 拡 散 強 調 画 像（diffusion 
weighted imaging: DWI）による高画質化、3D 画像再構築などが挙げられる。このような撮像技術の進
歩に伴って、我々耳鼻咽喉科医師にも画像診断に関する知識のアップデートが随時求められることとなる。
本ランチョンセミナーでは、手術症例を中心に供覧し、画像による術前診断とプランニングのポイントや、
診断の一助または決め手となった画像診断について解説する。

【炎症性疾患】
中耳真珠腫や慢性穿孔性中耳炎においては、CT による病変進展の範囲、耳小骨の形態、蜂巣発育の程

度などが術前プランニングで重要になる。真珠腫においては、後壁温存や内視鏡アプローチの可否を判断
する、半規管瘻孔などを把握し合併症の予防に努める、骨新生により被覆された病変を見逃さない、といっ
た点がポイントとなる。特に近年普及してきた CBCT は骨組織の描出において高分解能で、かつ利便性
も高く有用である。一方で軟部組織に関してはコントラストが低く、骨病変のみに着目すると髄膜脳瘤な
どを見誤り、思わぬピットフォールに陥ることがある。このような症例では MRI が必要となり、特に
DWI は真珠腫の描出に有用である。

【伝音難聴疾患】
耳硬化症、耳小骨奇形、外傷などによる伝音難聴では CT が特に力を発揮する。耳小骨の形態や顔面神

経の走行から伝音再建術式のプランニングを行うのはもちろんのこと、上半規管裂隙による難聴なども鑑
別する必要がある。また、耳硬化症においては蝸牛や内耳道の脱灰像などが半数以上の症例で見られると
され、臨床診断の重要なポイントとなる。耳小骨奇形による連鎖離断は画像で診断可能なことが多いが、
アブミ骨固着を伴う multifocal 奇形の存在も念頭におく必要がある。

【腫瘍性疾患】
側頭骨悪性腫瘍の診断においては CT、MRI、PET-CT、さらには転移病変の検索に対する頸部超音波

検査を含めて種々の画像検査が必要となる。また、OMAAV や頭蓋底骨髄炎のような難治性の骨破壊性
疾患との鑑別は時に容易ではなく、生化学検査、病理検査などから総合的に診断する必要がある。術後フォ
ローでは MRI と PET-CT が有用だが、術後変化との鑑別は困難なことも多いため、画像上で疑わしい病
変に対しては切開生検を考慮する必要がある。良性腫瘍においては Glomus 腫瘍を鑑別するとともに術前
に栄養血管を塞栓する目的で血管造影が行われることがあるが、小腫瘤であれば必須ではない。聴神経腫
瘍は MRI による診断が基本であるが、スクリーニングとして CT による内耳道の拡大と骨の菲薄化の所
見で検出できることもある。

【その他】
血管走行の異常またはバリエーションとしては、高位頸静脈球症や petrosquamousal sinus 遺残が手術

の際に問題となることがある。また、脳主幹動脈の拡張である dolichoectasia は時に急性感音難聴として
発症するため注意を要する。人工内耳手術において蝸牛内腔の描出には MRI が用いられるが、骨化した
蝸牛内への電極の挿入に際して開窓部位のイメージを得る上では 3D 画像再構築が有用である。さらに稀
なケースではあるが、耳性髄液瘻の診断においては脳槽シンチが有用なことがある。

略歴
平成 7年（1995年） 3月31日		 京都府立医科大学医学部卒業
平成 7年（1995年） 4月 1日		 京都府立医科大学附属病院耳鼻咽喉科　研修医
平成 8年（1996年） 4月 1日		 松下記念病院耳鼻咽喉科　医員
平成10年（1998年） 4月 1日		 京都第二赤十字病院耳鼻咽喉科　医員
平成12年（2000年） 4月 1日		 京都府立医科大学大学院医学研究科　博士課程
平成16年（2004年） 4月 1日		 第二岡本総合病院耳鼻咽喉科　医長
平成17年（2005年） 6月 1日		 Structural	Cell	Biology	Lab/NIDCD/NIH	Visiting	Fellow
平成20年（2008年） 1月 1日		 京都府立医科大学附属病院耳鼻咽喉科	専攻医
平成20年（2008年） 4月 1日		 京都府立医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室　助教
平成23年（2011年）10月 1日		 同　講師
平成26年（2014年） 1月 1日		 同　准教授　現在に至る
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ランチョンセミナー２

ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）の臨床像と診断・治療 
〜新規アレルギー性鼻炎治療薬の解説も含めて〜

原渕　保明
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

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

早期診断、治療が重要であるが、初診時に他病変がなく、ANCA が同定されないことも多く、
典型的な病理所見も得られないことから、現行の多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉
芽腫症、顕微鏡的多発血管炎の診断基準を満たさない症例が多い。治療は、ステロイドを含めた免
疫抑制療法が必要であるが、診断がなされないため免疫抑制療法を開始できない、もしくは、現行
の診断基準に当てはまらないことが問題となっていた。このような背景から、本疾患は 2012 年の
日本耳科学会のシンポジウムにとりあげられ、診断基準案も同時に提唱された。また、2013 年、
日本耳科学会に ANCA 関連血管炎性中耳炎全国調査ワーキンググループ（OMAAV-WG）が発足し、
グループ内での 90 症例を集積し、議論が積み重ねられ、診断基準（案）のブラッシュアップが行
われた。さらなる大規模なスタディーとして、2014 年に全国の耳鼻咽喉科を対象とした調査がな
され、297 例の症例をもとに本疾患の病態が明らかにされ、2015 年に最終の診断基準が提案されて
いる。そのうち、中耳炎初発例 235 例の臨床像、予後因子を解析した論文が掲載され（Mod 
Rheumatol 27(1): 87–94, 2017）、膠原病専門医にも広く啓発されるようになった。加えて、2016 年
10 月に「ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）診療の手引き」が発刊された。

本セミナーでは OMAAV の症例を供覧しながら診療の手引きを解説し、その臨床像、診断、治
療について会員と共に討論していきたい。

新規アレルギー性鼻炎治療薬として、第二世代抗ヒスタミン薬の開発は安全性や速効性を重視し
た製剤が開発されており、新規薬剤が登場し新たな展開を迎えている。

ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）診断基準 2015
以下の A）、B）、C）の全てが該当する場合、ANCA 関連血管炎性中耳炎（Otitis Media with ANCA–Associated Vasculitis

（OMAAV））と診断する。
A）臨床経過（以下の 2 項目のうち、1 項目以上が該当）

1．抗菌薬または鼓膜換気チューブが奏効しない中耳炎
2．進行する骨導閾値の上昇

B）所見（以下 4 項目のうち、1 項目以上が該当）
1．既に ANCA 関連血管炎と診断されている。
2．血清 PR3-ANCA または血清 MPO-ANCA が陽性。
3．生検組織で血管炎として矛盾のない所見（①②のいずれか）がみられる。

①巨細胞を伴う壊死性肉芽腫性炎、②小・細動脈の壊死性血管炎
4．参考となる所見、合併症または続発症（①〜⑤のうち、1 項目以上が該当）

①耳以外の上気道病変、強膜炎、肺病変、腎病変、②顔面神経麻痺、③肥厚性硬膜炎、④多発性単神経炎、⑤副腎皮質
ステロイド（プレドニゾロン換算で 0.5-1mg/kg）の投与で症状・所見が改善し、中止すると再燃する。

C）鑑別疾患（下記の疾患が否定される）
①結核性中耳炎、②コレステリン肉芽腫、③好酸球性中耳炎、④腫瘍性疾患（癌、炎症性線維芽細胞腫など）、⑤真珠腫性
中耳炎、⑥悪性外耳道炎、頭蓋底骨髄炎、⑦ ANCA 関連血管炎以外の自己免疫疾患による中耳炎及び内耳炎

略歴
昭和57年 3月		 	 	 	 	 	 	 	 	 旭川医科大学卒業（4期生）
昭和58年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 札幌医科大学大学院入学
昭和60年 6月～昭和61年 5月	 	 北海道大学医学部付属癌研究施設ウイルス部門特別研究生
平成 3年12月～平成 5年 3月	 	 ニューヨーク州立大学バッファロー校医学部小児科学講座
平成 5年 7月	 	 	 	 	 	 	 	 	 札幌医科大学耳鼻咽喉科学講座　講師
平成10年11月		 	 	 	 	 	 	 	 	 旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　教授
平成19年 8月		 	 	 	 	 	 	 	 	 旭川医科大学病院材料部長　兼任
平成26年 7月		 	 	 	 	 	 	 	 	 旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室長　兼任
平成27年 7月          旭川医科大学学長補佐（大学基金担当） 兼任
平成29年 6月		 	 	 	 	 	 	 	 	 旭川医科大学医学科同窓会会長
平成30年 7月		 	 	 	 	 	 	 	 	 旭川医科大学病院副院長（事故防止・安全問題担当）、医療安全管理部長　兼任
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ランチョンセミナー３

New Developments in Cochlear Implantation

Robert J.S. Briggs
The University of Melbourne Department of Surgery 

The Hearing Co-operative Research Centre 
The Royal Victorian Eye and Ear Hospital 

Melbourne, Melbourne, Australia.

Progressive improvement in the outcomes achieved with cochlear implantation (CI) has 
resulted in dramatic changes to CI candidacy. Patients with less than severe to profound 
hearing loss, asymmetric loss and even single sided deafness now have the potential to benefit 
from CI. Assessment of recipient outcomes as well as potential candidates continues to evolve 
to allow evidence based recommendation for implantation. This presentation will discuss these 
changes as well as the associated developments in CI technology. Whilst CI has become a 
routine intervention, it remains a challenge to ensure that all recipients receive optimal 
electrode placement, with preservation of residual acoustic hearing where possible. Also that 
they receive effective mapping and long term access to clinic support. Technology aimed at 
facilitating all aspects of the CI process continues to evolve. The benefit of early CI is well 
recognized in children and the benefits in the elderly population are now being assessed with 
particular interest in the effect on cognitive decline. 
Biography
Robert	 Briggs	 is	 an	 Otolaryngologist	 with	 a	 clinical	 practice	 and	 research	 specializing	 in	 Otology	 and	 Neurotology.	 His	
current	 appointments	 are	 Clinical	 Associate	 Professor	 in	 the	 University	 of	 Melbourne	 Departments	 of	 Surgery	 and	
Otolaryngology,	Head	of	Otology	and	Medical	Director	of	 the	Cochlear	 Implant	Clinic	at	 the	Royal	Victorian	Eye	and	Ear	
Hospital.	He	has	a	large	experience	with	acoustic	neuroma	surgery	and	with	cochlear	implantation.
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ランチョンセミナー４

なぜ耳鳴はおこるのか？なぜ音響療法は効果があるのか？ 
―耳鳴発症と音響療法・手術治療の機序に関する update―

神﨑　　晶
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

ここ数年脳科学や分子生物学の大きな進歩、さらに行動学を交えた学際的アプローチによって、耳鳴の機序と治
療の機序について関して解明されつつある。本セミナーでは、上記のようなアプローチによって耳鳴の発生機序、
音響療法、手術治療について紹介させていただく予定である。

自覚的耳鳴は幻の音として定義され、生活の質を大幅に低下させる可能性がある。アメリカでは高齢者の約 30%
において耳鳴が発生しており、そのうちの 20% は生活の質に悪影響を及ぼすことが知られている（American 
tinnitus association; https://www.ata.org/understanding-facts/demographics）。また騒音曝露は耳鳴の最も一般的
な原因である。

耳鳴の発生は、聴覚入力の減少が関与している。入力の減少は、視床が大脳辺縁系（特に記憶と恐怖に関連する
海馬と扁桃体）と神経ネットワークを構築するように、聴皮質を通じて蝸牛神経背側核からの中枢聴覚中枢の活動
の増加を誘導する。視床への刺激がストレスと結びつき自律神経系の反応を産み出すために、アドレナリンを含め
た 神経伝達物質の放出をもたらすことが知られている。さらに各個人の反応も重要であり、いわゆる耳鳴に対す
る気にしやすいかどうかという感受性にも依存する。

耳鳴に対して、補聴器やサウンドジェネレーターを使用した音響療法は臨床的に効果があり、外部からの聴覚入
力を増やして耳鳴音から注意をはずすことで効果があると考えられている。動物実験において耳鳴を有するラット
を静寂下に置くと耳鳴が悪化することが報告されており（Jones A and May BJ, JARO, 2018）、音環境の制御によ
る介入、すなわち音響療法が重要であることが示唆されている。音楽療法も同様に効果的と報告され、この機序に
は角回に関与した経路が関与しているとされている（Krick CM, Frontiers in neuroscience, 2017）。フラクタルトー
ンを用いた音響療法は、本来の音響療法の効果に加えて、リラックス効果と、耳鳴の煩わしさを軽減することから
耳鳴苦痛度を軽減させることが期待できるとされている。

また、静寂をさけるという観点では、伝音（混合性）難聴に伴う耳鳴であれば聴力改善手術によって聴力が改善
すれば耳鳴も改善させることが可能である。また高度難聴で耳鳴を有する例に対する人工内耳植込み術では聴覚の
再獲得によって、いわゆる音響療法に加えて、電気刺激による制御（neuromodulatuon）の効果が期待できる。人
工内耳植込み術による効果は、両側難聴に伴う耳鳴よりも一側難聴に伴う耳鳴に効果的であると報告されているが、
一側性と両側性では耳鳴の病態が異なることも一因として考えられるかもしれない。

日本では保険診療外であるが、迷走神経刺激による耳鳴治療など海外で行われている手術加療とその機序につい
て紹介する予定である。

図　Jastreboff の提唱する耳鳴の発症機序について
略歴
平成 6年 3月	 	 	 	 	 	 	 	 	 慶應義塾大学医学部卒業
平成 6年 4月	 	 	 	 	 	 	 	 	 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科入局
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 静岡赤十字病院、清水市立病院など研修を行う。
平成10年 4月～平成14年 3月	 	 慶應義塾大学大学院（医学部・耳鼻咽喉科）
平成14年 4月		 	 	 	 	 	 	 	 	 慶應義塾病院耳鼻咽喉科助手
平成24年 1月		 	 	 	 	 	 	 	 	 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科専任講師
平成30年 5月		 	 	 	 	 	 	 	 	 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科准教授
現在に至る。
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ランチョンセミナー５

手術用顕微鏡の進化

高木　　明
静岡県立総合病院　頭頸部・耳鼻いんこう科

耳科手術において手術用顕微鏡は術者の分身と言って過言ではない。もとより手術はそのほと
んどが視覚情報に頼って遂行されるので、よりよい手術のためには明るく解像度のよい顕微鏡が
求められる。このため、まず第一にレンズ、照明など光学系の作り込みが肝要となる。特にレン
ズについては材質、組み合わせ、コーティングなどにはカタログデータに表れない各メーカのノ
ウハウが詰まっている。手術用顕微鏡を用いる診療科として耳鼻科以外に、脳外科、眼科、形成
外科、整形外科などがあるが、これらの科の術野と耳科手術の術野を比較すると、他科では比較
的術野が平面であるのに対して、耳科では深さがあること、さらに対象物の手前に光路を遮る構
造物が存在することなどが大きな相違点として挙げられる。例えば、アブミ骨手術において、そ
の底に開窓する際、上部構造を保ったまま、safety hole の作成などが必要となるが、対象のア
ブミ骨底にはその上部構造、顔面神経管などによって照明が届きにくく、影となり易い。そのた
め、手術操作経路と光路の相互関係を最適に両立させる鏡筒の位置、傾きが重要となり、その操
作が確実、容易にできるアームが要求される。耳科手術において見たいところを的確にみるため
の顕微鏡操作は手術の技量の一つであり、光路と術野の両立を得るために予め必要最小限の骨削
開の段取りすることが手際よい手術のために不可欠となる。この操作を容易、確実とするために
はアームがバランスよく動き、望む位置で確実、安定して静止することが大切となる。

手術用顕微鏡は眼科、脳神経外科に先んじて耳科領域の中耳炎の手術、鼓室形成術に導入され
た。最初の本格的な手術用顕微鏡は 1951 年に Zeiss 社の Hans Littmann が Opmi 1 開発し、
Wullstein による鼓室形成術体系化と相まって 1953 年より広く使われるようになった。その後は
より明るい照明、ズーム機能、焦点距離可変などの機能強化がみられ、カメラ、ビデオの装着も
されるようになる一方、照明もタングステン球、からハロゲン、キセノンと高輝度となった。さ
らにアームの電磁ロック、コンピュータによる鏡筒のバランス、アームの関節の電子制御なども
進んだ。

近年、画像の技術の進歩に伴い、供覧画像も 4K となりつつあり、これを 55 インチのモニター
でみると、もはや人間の網膜の解像度なみの画質で録画できる時代になったことを感じる。また、
耳科手術においては深さの学習が重要であるので 3D 画像の普及は特に初学者には極めて有用で
ある。

これらの動画の保存、整理のコストが下がったことも大きな時代の流れである。これにより電
子カルテ上で動画を容易に復習することが可能となった。外来診察時にその術後の経過、所見に
疑問を持ったとき、すぐに動画を呼び出し、術中所見と現在の所見との関連を確認できるように
なったことは画期的である。これまで、手術記録用紙の定められた項目を埋めることで手術記録
としている施設もあるかと思われるが、実際の耳科手術の術後経過の多様性を鑑みると、記述さ
れずに看過されていた所見、手技が術後の結果に少なからぬ影響を与えているのはないかと思え
る。医学の進歩は分類、整理を基礎としているとも言えるが、反面、そのために新たな知見が見
出されにくいという弊害も危惧される。耳科手術において動画の再利用が容易になったことは顕
微鏡の進歩とともに重要である。

本講演では最新の手術用顕微鏡とその画像システムの実際を紹介しつつ、今後の展望について
述べる。
略歴
昭和53年 3月		 京都大学医学部卒業
昭和59年11月		 京都大学医学部耳鼻咽喉科　助手
昭和60年 8月		 ピッツバーグ大学耳鼻咽喉科research	fellow
平成 2年 4月	 京都大学医学部　講師
平成 4年11月		 静岡県立総合病院耳鼻咽喉科医長
平成15年10月		 京都大学医学部臨床教授
平成21年 4月		 静岡県立総合病院　副院長
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ランチョンセミナー５

Heads-up surgery：耳科手術における新たなモダリティ

欠畑　誠治
山形大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

ヘッドアップディスプレイ上で 4K 高解像度画質の 3D 映像を見ながら手術が可能な光学機器の
登場により、耳科手術は大きな変革の時を迎えようとしている。近年の光学技術の進歩は、術野の
情報を、これまでのように手術用顕微鏡の接眼レンズを覗き込むことで得るのではなく、real time
で超高精細ディスプレイに映し出される超高精細画質ビデオを 3D 眼鏡で見ることによって得るこ
とを可能とした。術者は顕微鏡の接眼レンズをのぞき込むという『くびき』から解放され、様々な
分野の顕微鏡手術で内視鏡手術と同様に人間工学的に優れた Heads-up surgery が可能となった。

これまでの顕微鏡下耳科手術では、術者は常に接眼レンズをのぞきこみ、適切な術野を得るため
に患者の体位や術者の体位を変えながら手術を行う必要があった。そのため、天蓋が低い症例など
では患者の足側から覗き込むような窮屈な姿勢で行わなければならないこともあった。また、助手
も側視鏡をのぞきこみ、水かけなど補助的な作業を、術者が顕微鏡を移動させた位置に応じて体位
を変えながら手術を行ってきた。Heads-up surgery では、術者は自身の体位を考えることなく顕
微鏡を見たい方向に置き、常に楽な姿勢での手術ができるようになった。Heads-up surgery で懸
念される、見えている方向と手の入る方向が異なることによる違和感はほとんど問題にはならない。

さらに、ディスプレイ上に写る real time に画像処理をした 4K 映像や 2K x 2K の 3D 画像は、人
間の眼を越えた情報を得ることを可能とした。深部での光量不足もなく明るい術野が得られ、光学
ズームにより画質を落とさないで拡大視が可能である。また、AR 技術によりナビゲーション情報
など術野外の情報をディスプレイ上に overlay することが可能となった。

さらに KINEVO 900 では、ポイントロック機能を利用することによって、術野内で目的とする
解剖学的構造に焦点を合わせたまま、筐体をフットペダルのジョイスティックで動かすことで、い
ろいろな角度から観察することが可能となった。この機能は、接眼レンズを追いかける必要がない
Heads-up surgery では特に有用である。自らの体位や患者の体位を変えることもなく、ターゲッ
トを適切な方向から観察できるようになった。さらに、フットペダルのジョイスティックを使うの
で、手動で筐体を動かす煩わしさがない。

一方でいくつかの限界もある。まず第一に通常の顕微鏡がベースとなっているため筐体がコンパ
クトでない。モニターを見るためのスペースが、サスペンションアームの内側に限られている。ま
た、4K カメラのため被写界深度が浅く、通常の顕微鏡手術と異なり、被写界深度の浅さを術者の
視機能で補えないことなどがあげられる。

略歴
1987年	 	 東北大学医学部卒業
	 	 東北大学医学部耳鼻咽喉科医員
1993年	 	 東北大学医学部大学院研究科博士課程卒業
	 	 東北大学医学部耳鼻咽喉科助手
	 	 米国エール大学学位取得後研究員
2002年	 	 弘前大学医学部耳鼻咽喉科講師
2005年	 	 弘前大学医学部耳鼻咽喉科助教授
2006年	 	 弘前大学医学部耳鼻咽喉科准教授
2011年	 	 山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科教授
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ランチョンセミナー６

The Future of Cochlear Implantation

Thomas Lenarz
Department of Otorhinolaryngology, Medical University of Hannover, Hannover, Germany

It has been more than 35 years since the first modern cochlear implants were implanted 
into patients. Since then, the success story of cochlear and other hearing implants has been 
unrivalled. They improve and restore quality of life in hundreds and thousands of hearing 
impaired people all over the world today. Although many technological challenges have been 
overcome since the first devices, room still exists for improvement.

New diagnostic tools and objective measures support the whole process of patient 
treatment. They help to identify the specific etiology and better assess the pathophysiology of 
each patient for their specific hearing loss. New objective measures also improve electrode 
insertion during surgery to protect residual hearing. They also have the chance to improve 
the fitting process and improve the outcomes for each individual. 

The surgery of the future will be technically assisted to further improve the outcomes and 
reduce risks of the intervention. Those systems have the chance to distribute the skills of the 
most senior surgeons, increasing the availability and quality of treatment to individuals and 
areas to which it is not available today.

Data driven models help to predict the individual outcomes and support the decision of 
treatment for each patient. Additionally, those models have the potential to share expert 
knowledge, support the scaling process of patient treatment all over the globe.

Future drug and biological therapies will further improve tissue interaction with the 
implant, refine the electrode-nerve interface and restore cochlear health for superior hearing 
benefit.

Individualized patient treatment is the base for all the areas described above. The aim is to 
support the professional with a toolkit of specifically tailored treatment options leading to an 
optimized treatment strategy for each individual.
Biography
Thomas	Lenarz	studied	medicine	and	biochemistry	at	the	universities	of	Tübingen,	Erlangen,	Heidelberg	and	London	from	
1975	until	 1981	and	 received	his	 doctoral	 degree	 in	medicine.	 Ph.D.	 in	 pharmacology	of	 the	 auditory	 system	 in	1987.	
Postdoctoral	research	fellow	at	the	University	of	California	in	San	Francisco	in	1989.	Since	1993	Chairman	and	Professor	at	
the	 Department	 of	 Otolaryngology,	 Hannover	 Medical	 School.	 Coordinator	 of	 the	 Collaborative	 Research	 Program	 (SFB	
599)	“Sustainable	Bioresorbable	and	Permanent	Implants	of	Metallic	and	Ceramic	Materials”	and	co-director	of	the	Cluster	
of	 Excellence	 Hearing4All	 Hannover-Oldenburg.	 Director	 of	 the	 German	 Hearing	 Centre	 and	 the	 Research	 Institute	 of	
Audio-	 and	Neurotechnology	 in	 Hannover.	Member	 of	 the	 German	National	 Academy	 of	 Sciences	 (Leopoldina)	 and	 the	
German	 Academy	 Technology	 (acatech).	 Current	 President	 of	 the	 German	 Society	 of	 Biomedical	 Technology.	 Research	
interests	in	the	area	of	auditory	implants,	biomaterials	for	medical	implants,	audiology	and	neurotology.
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ランチョンセミナー７

内視鏡下耳科手術の適応と発展

西池　季隆
大阪労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

経外耳道的内視鏡下耳科手術（transcanal endoscopic ear surgery: TEES）の有用性が広く認
識されるようになってきた1）〜3）。低侵襲である以外にも、死角の減少や病変の拡大視による詳細
な観察等、利点は多い。アプローチ法としても、鼓膜や鼓室の病変への経外耳道的なアクセスは
理にかなう1）。欠点として、2 次元画像、片手操作および出血への対応が挙げられる。

これから考えると、初めに TEES を行いやすい手技・疾患としては、片手操作がもともと多
い鼓膜形成術（接着法）が挙げられる。耳小骨離断・奇形は、非炎症性疾患で出血が少なく行い
やすい4）。アブミ骨手術も、病変の詳細な観察が可能なことから利点は多い。TEES に熟達すれば、
慢性中耳炎や中耳真珠腫でも病変が鼓室に留まっていれば対応できる。

一方で、真珠腫が鼓室を越えて乳突洞に進展した際には、TEES のアクセスルートである外耳
道から病変は遠く、処理は難しくなる。したがって TEES の適応は施設により様々である。当
科では乳突洞進展例でも可能であれば TEES を行う5）。その場合、病変に到達するために内視鏡
下の外耳道後壁削除が必要となる。我々は、スコープに電動式内視鏡レンズ洗浄器のシース（メ
ドトロニック）を取り付けそこから生理食塩水を供給し、カーブバー（メドトロニック）を用い
て水中下に乳突洞削開を行っている6）。我々はこれを、内視鏡下水中下乳突削開術（Endoscopic 
hydro-mastoidectomy: EHM）と名付けた。

水中下の TEES の利点は Yamauchi et al. 2）が報告した。EHM により、骨粉の飛び散りによ
る視野の妨げや削開部の熱損傷の危険性なしに、安全に外耳道削開を行える。耳鼻手術で IPC（メ
ドトロニック）を保有していれば、少ない追加投資でセッティングできる利点もある。外耳道骨
削開面積の中央値は 37.3mm2 で、小さい骨削開で真珠腫を摘出できた5）。

本セミナーでは、我々が TEES を行っている各疾患の症例を提示する。また、その発展型で
ある EHM による真珠腫手術を供覧する。
文献
1）Tarabichi M: Endoscopic management of acquired cholesteatoma. Am J Otol 18: 544–549, 

1997.
2）Yamauchi D, Yamazaki M, Ohta J, et al.: Closure technique for labyrinthine fistula by “un-

derwater” endoscopic ear surgery. Laryngoscope 124: 2616–2618, 2014.
3）Kakehata S, Watanabe T, Ito T, et al.: Extension of indications for transcanal endoscopic 

ear surgery using an ultrasonic bone curette for cholesteatomas. Otol Neurotol 35: 101–107, 
2014.

4）西池季隆、今井貴夫、大島一男、他：経外耳道内視鏡下耳科手術を行った耳小骨奇形 10 耳の
検討．Otology Japan 26: 127–133, 2016.

5）Imai T, Nishiike S, Oshima K, et al.: The resected area of the posterior wall of the external 
auditory canal during transcanal endoscopic ear surgery for cholesteatoma. Auris Nasus 
Larynx 44: 141–146, 2017.

6）西池季隆：【内視鏡下耳科手術】経外耳道的内視鏡下耳科手術における乳突削開術の工夫．
Otology Japan 28: 61–64, 2018.
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2005年	 	 	 	 	 川崎医科大学耳鼻咽喉科学教室　講師
2009年	 	 	 	 	 大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学教室　講師
2010年	 	 	 	 	 同大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室　准教授
2012年	 	 	 	 	 大阪労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科　部長
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ナビゲーションを使用したより安全な側頭骨外科手術の実現

小宗　徳孝
九州大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

現在、外科領域において、手術の低侵襲化と手術合併症の軽減を目的とした手術支援システム
の開発が積極的に行われている。以前から、鼻科領域では内視鏡下副鼻腔手術（ESS）が標準的
治療となっており、頭頸部領域でも術中神経モニタリングの利用を行う症例は多い。現在は、耳
科領域でも経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）が行われるようになってきた。頭蓋底手術で
はナビゲーションシステム下での手術は必須となってきている。このように、手術を安全に、ま
たは低侵襲に行う支援機器が発達している現在、耳鼻咽喉・頭頸部外科領域においても手術支援
機器の術中利用は当たり前となってきている。

側頭骨外科手術は、鼓室形成術や人工内耳植込み術といった機能改善手術から、錐体尖手術や
聴神経腫瘍摘出術などの頭蓋底手術まで、非常に幅が広い。側頭骨の解剖学的複雑さから、術中
合併症を回避しながら手術を完遂するのは非常にチャレンジングである。手術を安全におこなう
ためには、側頭骨外科解剖の 3 次元的理解は必要不可欠であることは言うまでもない。しかし、
より安全に手術を完遂するためには、ナビゲーションシステムの利用は非常に有用である。正常
解剖学的指標が消失している症例や頭蓋底手術などはその有用性は非常に高い。決して、術者の
解剖学的知識不足を補填するものではなく、過度に依存することは出来ないが、ナビゲーション
システムの支援のもとで、側頭骨外科手術はより安全に施行できるものと確信している。

現在普及しているナビゲーションシステムには光学式および磁場式の 2 つのタイプがある。そ
れぞれ利点欠点が存在するが、耳科手術には磁場式が向いていると考えられる。磁場式ナビゲー
ションは、磁気発生器と磁気センサーから構成される。光学式と異なりセンサー用カメラを遮ら
ないような術中の配慮は皆無である。そのため、顕微鏡も自由に動かすことが可能であり、手術
動作を気にする必要はない。また、磁気センサーは非常に小さいため、手術器具干渉への影響も
大きくはない。そのため、顕微鏡下および内視鏡下耳科手術には利用しやすく、今後は側頭骨外
科領域に普及していくものと考えられる。

しかし、実際の臨床現場において磁場式ナビゲーションを利用すると、側頭骨外科手術が要求
する精度を達成できない現実に直面すると思われる。手術開始前にレジストレーションした際の
理論上精度が非常に低かったり、理論上精度は高かったが実際に術中に利用すると想定していた
より標的位置合わせ誤差が非常に大きかった、等といった経験は多いと思われる。そのため、今
回我々は精度向上の妨げになっている原因を検討した。その結果を踏まえ、実際に当科で行って
いるナビゲーションの使用の仕方を提示したい。また、実際のナビゲーション下側頭骨外科手術
の使用例を供覧する。
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ランチョンセミナー８

Music for Deaf Ears: Cochlear Implant-Mediated Perception of Music

Charles J. Limb
Departments of Otolaryngology-Head & Neck Surgery and Neurosurgery, University of 
California San Francisco School of Medicine, San Francisco, the United States of America

Cochlear implants represent a true modern miracle of healthcare. Today, we routinely 
provide deaf individuals with the ability to gain high-level speech perception through cochlear 
implantation. Although this success has been inspiring on many levels, it has also encouraged 
both deaf patients and the biomedical community to pursue ever more demanding auditory 
challenges. The ability to hear music represents the most sophisticated and difficult of these 
challenges, and is arguably the pinnacle of hearing. Through the use of music as both an 
inspiring target for which to strive and also as a tool from which to learn, we have learned a 
great deal about the limitations of current cochlear implant technologies. Pitch represents one 
of the most fundamental attributes of music, and is also the aspect of music that is the most 
difficult for CI users. In this presentation, we will discuss the implications of limited pitch 
perception for CI users, and new ways in which cochlear implant processing strategies are 
attempting to overcome these limitations.
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ランチョンセミナー９

難治性中耳炎の病態とアレルギー・免疫関連疾患

山田武千代
秋田大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

実際の臨床で、難治性中耳炎として滲出性中耳炎、癒着性中耳炎、緊張部型真珠腫、好酸球性
中耳炎などの診療に加えて、ANCA 関連血管炎性中耳炎（OMAAV）、多発血管炎性肉芽腫症

（GPA）、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）、アレルー性鼻炎、気管支喘息、好酸球性副
鼻腔炎などの病態に留意する必要がある。難治性中耳炎の病態とアレルギー・免疫関連疾患につ
いて症例と病態を提示、概説する。

小児滲出性中耳炎の年齢と治療方針に関しては、10 歳以上では難治性中耳炎として積極的に
治療、学童期（4 ～ 9 歳）は適応を決めて治療方針を決定、幼少期（～ 3 歳）後遺症予防のため
の積極的な治療とする。小児滲出性中耳炎の増悪因子としてはアレルギー性鼻炎、鼻副鼻腔炎、
アデノイド増殖症、胃食道逆流症、顎顔面奇形、免疫不全を念頭に置く。癒着性中耳炎は鼓膜が
陥凹して鼓室岬角に不可逆に癒着した状態で、小児期の長期にわたる中耳陰圧、鼓膜の非薄化が
極度の鼓膜陥凹と癒着を助長する因子である。鼻すすりは繰り返し中耳に高度の陰圧もたらす点
で難治な経過をたどる原因となる。癒着性中耳炎では鼓膜所見は同様でも長年にわたり陥凹が進
展せず乾燥した状態が継続する場合と保存的治療にも抵抗して頻回に感染を起こし数年後に癒着
型真珠腫に進展する症例もある。癒着型真珠腫で内耳障害が起こると不可逆性骨導低下、顔面神
経麻痺、頭蓋内合併症を来す例まで存在する。上鼓室と乳突腔に含気がみられず慢性炎症が残存
し乳突洞の換気と調圧機能が悪い状態では早期介入が必要となる。

好酸球性中耳炎では、大項目の“中耳貯留液中に好酸球が存在する滲出性中耳炎または慢性中
耳炎”を満たし、小項目（1）にかわ状の中耳貯留液、（2）抗菌薬や鼓膜切開など、ステロイド
投与以外の治療に抵抗性、（3）気管支喘息の合併、（4）鼻茸の合併の 4 項目で 2 つ以上を満たす
場合に確実例となる。好酸球増多症候群やEGPAを除外する必要がある。参考となる所見（EGPA）
として白血球増加（≧ 1 万 /µL）、血小板増加（≧ 40 万 /µL）、血清 IgE 増加（≧ 600U/mL）、 
MPO-ANCA 陽性、リウマトイド因子陽性などがあり血液検査が必要となる。好酸球性副鼻腔炎
に好酸球性中耳炎を合併していると好酸球性副鼻腔炎の指定難病 306 の医療助成対象となる。保
存的治療や外科的治療に抵抗性であり、難聴が進行すると骨導の低下を認める。感音難聴を 50%
に合併し 6% が聾となる。骨導聴力の悪化を認めた場合は突発性難聴に準じたステロイド漸減療
法あるいはパルス療法が必要となる。中耳には好酸球浸潤、ムチン、DNA、サイトカイン、好
酸球顆粒蛋白、抗原特異的 IgE が高値であり、炎症や好酸球浸潤は耳管方向からと考えられる。
好酸球性中耳炎の耳内視鏡所見は滲出性中耳炎、慢性中耳炎、肉芽形成に分類される。治療の概
念としては、リリーバーとしてステロイド内服、肉芽除去、抗菌薬投与、コントローラーとして
耳管方向へのトリアムシノロン鼓室注入、鼻噴霧用ステロイド薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬、
ヒスタミン H1 受容体拮抗薬、Th2 サイトカイン阻害薬、抗 PGD2/TXA2 拮抗薬、漢方薬（柴
苓湯）、鼓膜チューブ留置ベタメタゾン点耳、抗菌薬投与がある。好酸球性副鼻腔炎に好酸球性
中耳炎が合併している場合に 9 割が気管支喘息を合併し、気管支喘息に対する吸入治療強化で耳
症状は改善する。標準治療に抵抗性の気管支喘息を合併している場合には抗 IgE 抗体
omalizumab、抗 IL-5 抗体 mepolizumab が用いられる。抗 IgE 抗体療法では薬物スコアが減少し、
抗 IL-5 抗体療法では難聴が改善する例もみられる。抗 IL-4Rα 抗体 dupulimab は IL-4Rα 鎖を有
する IL-4 受容体および IL-13 受容体に作用するが、血清総 IgE が 50% 減少、血清 Eotaxin-3 も
40% 減少するため将来的な治療選択肢となる可能性が高い。気道アレルギー疾患では分子病態
に基づいた疾患サブグループごとの治療の確立を目指す必要がありエンドタイプの長期的な効果
判定と検証も重要となる。
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ランチョンセミナー 10

Video head impulse test（vHIT）の記録のコツとピットフォール

岩﨑　真一
東京大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

Head impulse test（HIT）は急速に頭部を動かした時の眼球運動を観察して前庭動眼反射の
評価を行う検査であり、1988 年に Halmagyi と Curthoys により最初に報告された。HIT は、ベッ
ドサイドでも左右の半規管機能を別々に評価可能であることから、耳鼻咽喉科のみならず神経内
科や救急の領域でもその利用が急速に広まっている。

HIT の詳細な解析には、これまで高価なサーチコイルを用いた計測システムが必要であった
が、近年、軽量・高速のビデオカメラを使用して、HIT の解析を行う vHIT（video HIT）シス
テムが市販され、その応用がさらに広まっている。しかしながら、vHIT の記録を行ってみたも
のの、なかなか上手く記録出来ない、きれいな波形がとれない、など、実用上の問題点について
耳にすることも多い。本講演では、vHIT の実際の記録法と注意点と実際の臨床応用について解
説する。

HIT の検査法は、まず被験者に固定した指標を注視するよう示したうえで、被験者の頭部を
急速に 10 〜 20°程度、通常は左右に回転させる。この時、外側半規管機能が正常であれば、前
庭動眼反射が働くため、指標を固視したままでいられる。しかしながら、半規管障害を有する患
者では、患側方向へ頭を回転させると、前庭動眼反射が働かず、指標と眼位にずれを生じ、指標
をとらえるための急速眼球運動が直後に生じる。この眼球運動は corrective saccade と呼ばれ、
この運動が観察される場合、半規管機能低下と判定される。

頭部を回転させる方向によって外側半規管だけでなく前・後半規管の機能評価も可能である。
例えば、頭を右前に急速に動かすと右前半規管、左後ろに動かすと左半規管が主に刺激され（左
前に動かすと左前半規管、右後ろに動かすと右後半規管）、左右 6 つの半規管の機能評価が可能
である。この前庭動眼反射の定量評価には、以前はサーチコイルの設備が必要であったが、近年
vHIT の商品化により、簡便な定量評価が可能となった。vHIT は、特に垂直半規管の判定など、
肉眼は困難な半規管麻痺の判定にも有用である。

HIT で出現する corrective saccade（CS）には、頭部回転が終了したあとに出現する overt 
saccade と、回転中に出現する covert saccade がある。Covert saccade の成因は不明だが、前
庭代償の過程で増加し、自発的に頭部回転を行うと増加することが知られている。肉眼的に判定
を行う bedside HIT では、covert saccade を見るのは困難であり、vHIT などによる記録が必須
である。Bedside HIT で充分な速さの頭部回転を行っているにもかかわらず、CS が観察されな
い時には、covert saccade が出現しているものと思われる。

vHIT 記録のコツとしては、①頭を動かす角度は、10~20°の小さな範囲で、出来るだけ速い速
度で行う（少なくとも 100°/ 秒以上）、②速度が上がらない場合には、被験者にも頸部をリラッ
クスさせるように促す、③記録の際は、ゴーグルがずれないように強くヘッドバンドを締め、さ
らに頭部回転刺激を与える際には、ヘッドバンドに触らないように注意する、などが挙げられる。

一方、vHIT 記録のピットフォールとしては、①本検査の結果は、必ずしも温度刺激検査の結
果とは一致しない、② VOR ゲインが大きすぎる場合は、ヘッドバンドのゆるみが原因であるこ
とが多い、③記録が取りにくくなったら、被験者に閉眼して目を休めさせると良い、などがある。
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Ossicular reconstruction using titanium implants

Dirk Beutner
Department of ENT of University Hospital Göttingen, Georg-August University, Göttingen, 

Germany

Besides eradication of chronic middle ear disease, the reconstruction of the sound conduction 
apparatus is a major goal of modern ear microsurgery. The material of choice in cases of 
partial ossicular replacement prosthesis is the autogenous ossicle. In the event of more 
extensive destruction of the ossicular chain diverse alloplastic materials, e.g. metals, ceramics, 
plastics or composits are used for total reconstruction. Their specialised role in conducting 
sound energy within a half-open implant bed sets high demands on the biocompatibility as 
well as the acoustic- mechanic properties of the prosthesis. Recently, sophisticated titanium 
middle ear implants allowing individual adaptation to anatomical variations are widely used 
for this procedure. Short and long-term clinical data of titanium implants are sufficient in 
conjunction with a low complication rate.
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