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阪上　雅史
兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】一般に鼓膜形成術は中耳腔の耳小骨連鎖などを操作しないで鼓膜を形成する術式の
ことを言う。また鼓膜形成は鼓室形成術の最後に行う重要な基本操作の一つでもあり、「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－ニング中の若手に言っている。講演では以下の術式につきビデオを中心に供覧する。
【接着法】1989年に湯浅らが考案した簡易鼓膜形成術（simple underlay myringoplsty）で、こ
の17年間本邦で広く行われて来た 1）。接着法の基本手術手技に加え、（1）大穿孔に対する複数枚
の組織片の使用、（2）前壁突出例に対する外耳道骨の削除や内視鏡の併用、（3）内視鏡下での
全操作（TEES）も講演の予定である。本術式は低侵襲性で術後の聴力悪化も極めて稀であるこ
とから、両側同日手術 2）、better hearing ear3）、only hearing ear4）に良い適応となる。アメリカ
耳鼻咽喉科学会（AAO-HNS）で10年間教育コースを行ったので、欧米でも徐々に知られてきて
いる。
【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
骨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。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おけるように突
出部をドリルで削除すること（canal plasty）が肝要である。TEESでは外耳道後壁鼓膜輪外側
に外耳道皮膚切開を入れて tympanomeatal flapを拳上する。前部鼓膜輪と筋膜に段差ができる
と、術後鼓膜炎を発症しやすい。
【インレイ（サンドイッチ法）】2008年耳科学会臨床パネルのアンケ－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
膜皮膚層の剥離が技術的に難しいこと、（2）鼓膜穿孔が前部鼓膜輪に及んでいる時は術後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年耳科学会臨床パネルのアンケートでは3番目であった（6%）。中〜大穿
孔に手術場で本法が行な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】ドイツで約50年前に報告されていたが、近年欧州では鼓膜形成
に頻繁に用いられる。2008年耳科学会臨床パネル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、鼓膜再穿孔に対する手術、癒
着性中耳炎、緊張部型真珠腫に対して薄切軟骨にて鼓膜形成を行っている 5）。軟骨カッタ－で耳
介または耳珠軟骨を厚さ0.5mm以内に薄切する。Palisadeに置くか、1、2枚の大きな軟骨を置く
かは症例による。術後に滲出液が貯留する可能性が高い場合は、先に軟骨に穴をあけて鼓膜チ
ュ－ブを留置しその軟骨を置く。
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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

側頭骨は人体で最も複雑な形状を有する骨である。迷路と称されるほど複雑な形状を呈する
内耳は鋭敏であるが故に物理的な侵襲に弱く、QOLに大きな影響を与える顔面神経は細く、屈
曲を繰り返しながら内耳にまとわりつくように走行する。内頸動静脈が走行する鼓室壁は凹凸
に富み、とくにアブミ骨周囲の凹凸は顔面神経や内耳と関連しているため、真珠腫などの病変
が入り込むとしばしば扱いが難しくなる。内耳よりさらに深部には前庭水管や蝸牛水管や内耳
道があり、第Ｖ〜XI脳神経が側頭骨と深く関連しながら走行している。
多くの脳神経と重要な大血管が関連する複雑な側頭骨の中で、合併症のリスクを最小限にと

どめながら確実に病変を処理するには、側頭骨解剖の知識が欠かせない。多くの重要構造が骨
組織に覆われているため、各構造の形状と相互の位置関係、さらに距離感が顕微鏡下に推定で
きる３次元的な解剖の知識が内在化されてはじめて、安全に側頭骨全体を扱うことができる。
さらに実際の術野は疾患や以前の手術により瘢痕や肉芽に覆われ、あるいは本来あるべき骨組
織が消失して構造相互の位置関係が歪められて見える。このような術野で扱う部分の位置を正
確に把握しないまま、例えば顔面神経のような繊細な構造を探るのは危険である。側頭骨は狭
い範囲に重要な構造が集中しているが、これは術野の１カ所で確実に構造を同定できれば、こ
れを足掛かりとして２番目の構造の位置が推定でき、病変や骨組織を処理して確定することで
３番目の構造の位置を推定する。このプロセスを反復すればあらゆる状況で安全に構造を同定
しながら手術を進めることができる。ここでの起点はつねに安全な部位での骨壁の同定でなけ
ればならない。
本講演ではdissectionと手術のビデオを用いて側頭骨解剖と術野での構造同定の手順などを供

覧し、側頭骨術者として技術向上を目指す先生方、これから中耳手術を始めたい先生方に向け
て手術で生かすことのできる知識を提供したいと考えている。また、鼓室内側壁の構造を詳細
に見ることで、日常診療で役立つ鼓膜所見の理解に役立つ情報の提供にも努めたい。
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伝音連鎖再建術（アブミ骨手術を含む）

奥野　妙子
三井記念病院耳鼻咽喉科

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

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

上記の事柄を中心として、安全に手術を進めるための注意点をともに考えたいと思う。

図１に示したのは左耳硬化症に対するアブミ骨手術の術中写真である。鼓膜は正常であり、ツチ・キヌタの動
きは良い事を確認する。アブミの固着を確認した後、アブミ底に0.8mmの小穿孔をあける。アブミ骨筋腱はその
後に切断する。これは floating footplateになるのを避けるためである。脚を切断しアブミ上部構造を摘出する。
内耳からの外リンパの漏出は、直接吸引しない。Small fenestrationはアブミ操作時の内耳に対する圧変化に対
してのsafety hallの役割も果たしている。テフロンピストン（４mm × 0.6mm）をキヌタ長脚に装着する。ピス
トン周囲の距離は0.1mmくらいが良い聴力を得られると報告されているのでこの大きさの穿孔とこの太さのピス
トンを選択している。長さは長身の人では4.5mmを使用する事も有るが、日本人ではほぼ４mmが最適である。
テフロンピストンはテフロンワイヤーと異なり、キヌタ長脚を全周に円状に囲むので、ワイヤーの占め過ぎによ
る長脚のカリエスは起こらない。前庭窓の開窓部をGelfoam® と fibrin glueでシールすることで術後のめまいは
軽減した。
図２は、鼓室を開けてみると耳硬化症は確かめられたものの、顔面神経のoverhungが見られた例である。こ

れは顔面神経を押しながらアブミ底に開窓して、型どおりテフロンピストンを装着した。何も問題は起こらず。
良い聴力が得られた。
図３はアブミ骨手術の長期観察例である。20年を過ぎても術前より良い聴力を保持できている。
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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】
顔面神経減荷術の治療効果については異論も見られるものの、耳鼻咽喉科医が行うべき頭蓋底・中耳・耳下腺
手術においては顔面神経の解剖学的理解ならびにその取り扱いは必須学習項目と考えられる。とりわけ慢性中耳
炎・真珠腫に対する鼓室形成術や人工内耳埋込術などの際には顔面神経損傷は絶対避けなければならない合併症
であり、万一の際は減荷+/-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
って極めて有用である。

【適応】
①ベル麻痺/ハント症候群
これらに対する顔面神経減荷術の適応と効果については、Fischは発症21日以内に、エレクトロニューロノグラ
フィー（ENoG）が10％未満となった症例で、検査後24時間以内に中頭蓋窩開頭も併用して側頭骨内顔面神経の
全減荷を行えば麻痺転帰は良好であるとした。これに対しMayは、中頭蓋窩開頭を行わなくても解剖学的条件
次第でmeatal foramenまで開放が可能であるとし、Yanagiharaらはmeatal foramenを開放しないいわゆる経乳
突的減荷術について、ENoGが5％未満の症例において発症60日以内に施行すれば約７割が満足のいく回復が得
られたとした。これらを受けてわれわれの施設では、発症1ヶ月以内にENoGが5％未満の症例で減荷術を施行し
ている。その方法として、膝神経節の完全開放が至上命題と捉え、中頭蓋窩開頭は行わなくても経乳突的に中頭
蓋窩底の骨を広く削開し、中頭蓋窩硬膜を広く露出することで顔面神経の膝部〜迷路部の天蓋を除去、加えて可
及的に内耳道底に近づくように開放している。
②その他の顔面神経麻痺
真珠腫による顔面神経麻痺の際の減荷については、神経管の開放を積極的に行うべきか否か意見が分かれる

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

【手術手順】
①耳後部にて型通りに皮膚切開を行う。②筋骨膜をＴ字に切開する。③広く乳突削開。この際に中頭蓋窩底を

上鼓室まで十分に浮き彫りにする。外側半規管を指標に上鼓室を開放、キヌタ骨を同定。④顎二腹筋腱稜を指標
として顔面神経乳突部を同定する。この時、鼓索神経も同定できることが多い。この時点ではまだ神経周囲の骨
は薄く残存させておく。⑤乳突部顔面神経および鼓索神経を中枢に追い、この間に存在する顔面神経窩を開放す
る（後鼓室開放）。ツチ・キヌタ関節を離断し、キヌタ骨はいったん摘出する。⑥buttressを削除し、顔面神経
鼓室部を同定する。⑦膝部から前半規管膨大部近傍まで顔面神経迷路部を同定・開放する。⑧鼓室部から茎乳突
孔まで薄く残した神経周囲の骨を除去し、顔面神経を全走行にわたって開放する。鼓室部顔面神経は脆弱である
ため慎重な操作が求められる。必要であれば神経鞘の切開を追加する。⑨キヌタ・アブミ関節の接合を優先して
キヌタ骨を整復する。⑩顔面神経を全走行にわたってステロイド含有ゼラチンスポンジで被覆する。⑪耳後部を
閉創して手術終了。

【術中トラブルとその対策】
①S状静脈洞からの出血：万が一損傷したときは、サージセル®で圧迫し、止血処置を行う。
②外側、前半規管の迷路瘻孔：万が一露出しても、膜迷路は絶対に吸引しない。
③髄液漏：中頭蓋窩硬膜の損傷ならびに迷路部開放時の内耳道底からの髄液漏に注意する。万一生じた場合は、
硬膜損傷が小さければ側頭筋膜で被覆し、フィブリン糊で固定する。これで停止しない場合は腹部より脂肪
を採取・充填し、閉鎖を試みる。

④感音難聴、めまい：術後に骨導聴力、眼振所見を早期に評価する。感音難聴が発生した場合は、急性感音難聴
に準じてステロイド投与が望ましい。
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各種人工聴覚器手術（人工内耳、人工中耳、植込型骨導補聴器）

髙橋　晴雄 1、野口　佳裕 2

1長崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2信州大学　人工聴覚器学講座

【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、本学会が開催される頃にはVi-
brant soundbridge（VSB）の正円窓設置法の保険収載が認められる見込みとなっている。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。
【骨固定型補聴器】
骨固定型補聴器（Bone-anchored hearing aid: BahaⓇ）はすでに2013年に保険収載されてお

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

萩森　伸一
大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【はじめに】中耳手術、特に中耳真珠腫の手術における外耳道の取り扱いには、外耳道保存
（canal wall up）と外耳道後壁削除（canal wall down）がある。canal wall upは術後外耳道形態
や外耳道皮膚の自浄能が温存される反面、再び鼓膜上皮が中耳腔へ侵入する再形成性再発が生
じやすい。またcanal wall downに比べ術野では死角があり、遺残性再発も多いとされる。一
方、canal wall downは外耳道後壁を削除することで広い術野を確保、また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 prob-
lem）の原因となる。また外耳道皮膚の自浄能が消失し、患者は生涯にわたって耳内清掃が必要
になることがある。canal wall upとcanal wall downの特長を併せたものが外耳道削除後再建で
ある。これはcanal wall downの広い術野で真珠腫を摘出後、削除した外耳道を再建することで
外耳道の生理機能を温存しようとするものである。本セミナーではcanal wall downと乳突腔の
処理、外耳道再建の手技を中心に述べる。
【canal wall downの適応】canal wall upで対応困難な中耳真珠腫例である。中頭蓋底が高度低位
の例、すでに外耳道後壁が大きく破壊もしくは削除された例、また術後cavity problem例などが
対象となる。慢性中耳炎では通常canal wall upとし、canal wall downは行わない。
【乳突腔を外耳道に開放（いわゆるopen法）するcanal wall down手術のポイント】1. 耳後切開
し有茎骨膜弁を作製後、外耳道皮膚を入口部付近で横切開する。2. 乳突削開は十分に行う。蜂
巣残存は術後cavity problemや再発の原因となるので、病的粘膜も含め徹底して処理する。
canal wall downも十分に行い、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。入口部付近での横切開は行わない。2. canal wall downは再建を
前提とした控えめの削除とすべきではない。真珠腫の完全摘出を第一に、必要に応じて外耳道
後壁は十分に削除する。3. 真珠腫摘出後、側頭筋膜片一枚で、鼓膜から外耳道を再建する。筋
膜片の接着は必ず数回に分け確実に鼓膜および外耳道皮膚に接着するように心がける。4. 再建
した外耳道内をガーゼなどでパッキングする。パッキング後乳突蜂巣側から観察し、筋膜片と
鼓膜・外耳道皮膚に接着不足がないか（ガーゼが見えていないか）確認する。
【canal wall downのコツ】後壁削除は必要十分に行うが、問題になるのは顔面神経の損傷であ
る。この医原性合併症の回避には顔面神経、特に乳突部（垂直部）走行の評価が不可欠であ
る。通常、鼓室部（水平部）は真珠腫を除去していくと自然に観察されるので、その走行から
乳突部の走行をイメージしてcanal wall downを行う。出血の増加やpink lineを透見すれば顔面
神経はすぐ近くにある。神経刺激装置も有用だが反応が良い例では却って走行が分かりづら
く、過度に頼るべきではない。近年のCT画像診断の発達によりモニター上での側頭骨の連続ス
ライス観察が可能となり、顔面神経鼓室部と乳突部の三次元的関係の評価が容易となった。特
に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。一方、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の選択枝である。
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外耳道後壁保存型鼓室形成術

我那覇　章
琉球大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

中耳真珠腫手術の目的は①真珠腫の完全摘出、②再発予防、③聴力改善、④将来的に安定し
たケアフリーな中・外耳の形態と機能保持である。外耳道後壁保存型鼓室形成術（以下、CWU
法）は術後の外耳道や鼓膜の形態と機能が正常に保たれることから鼓室形成術において有利な
術式であるとともに、術後処置の簡素化、通院や水浴制限からの開放などの利点がある。しか
しながら外耳道後壁骨を残すことによる真珠腫の再形成再発や、術中視野の制限に伴う真珠腫
処理の煩雑さを伴うのも事実であり、2014年の多施設共同研究の報告（松田ら）では、stage II
の弛緩部型真珠腫におけるCWU法は約半数にとどまる。当科ではstage Iの症例に対してはTCA
またはCWU法、stage IIにおいては低頭蓋を伴う危険側頭骨や再発例を除きCWU法を基本術式
としている。本セミナーではCWU法による真珠腫の処理、中耳の含気治癒を目的とした上鼓室
疎通性確保や再形成再発予防のための手術手技について解説する。

CWU法による真珠腫の処理においては、術中視野制限の克服が重要である。鼓膜から真珠腫
母膜の連続性を保って処理を行う事が重要であるが、顔面神経窩やアブミ骨周囲、下鼓室に侵
入した真珠腫の処理は乳突削開術のみでは困難である。transmeatal atticotomyやlateral tympa-
notomy、posterior tympanotomyの併用が必要不可欠である。特に顔面神経窩やアブミ骨周囲
の病巣処理においてはcombined approachを用い、posterior tympanotomyによる経乳突洞的視
野と経外耳道的視野を交互に操作する必要がある。Posterior tympanotomyによりサジ状突起、
アブミ骨周辺、蝸牛窓窩周辺までの確認および処理が可能となる。

CWU法の基本コンセプトは中耳の含気治癒であり、当科では上鼓室腔の疎通性確保を目的と
した前鼓室開放術を併用している。前鼓室開放術は鼓膜脹筋ヒダや上鼓室前骨板を削除し骨部
耳管腔と上鼓室の交通路を確保する手技である。頬骨弓根部の削開が十分であれば残存ツチ骨
に触れることなく前骨板の削除が可能であるが、実際にはツチ骨頭やキヌタ骨の摘出を行った
後に行う事が多い。上鼓室前骨板削除後は上鼓室前粘膜ヒダ等の粘膜はフラップとして上鼓室
側に翻転し露出骨面を被覆し再閉鎖予防策を講じる。さらに、posterior tympanotomyを行う事
により鼓室の換気路拡大が可能である。鼓膜脹筋腱を切断すれば耳管鼓室口周囲の視野確保が
可能になると共に、鼓膜脹筋腱で分離されていた前方と後方ルートを単一にすることも可能で
ある。真珠腫摘出後は薄切軟骨を用いてscutumplastyを行うが、その際にブーメラン型軟骨を
用いてツチ骨短突起の前方まで再建する。

2007年から2013年に当科でCWU法による手術を行った弛緩部型真珠腫新鮮例93耳における成
績は、術後再発率は再発性再発が6/93（6.5%）、遺残性再発が4/93（4%）であった。術後の含気
化について、術後1年以上経過観察後にCTを撮影した76耳について中耳含気化を確認した結
果、70%の症例で乳突洞または上鼓室までの含気治癒がえられた一方で、中・下鼓室の含気にと
どまる例も30%に認められた。このように、換気ルートを確保する手技を用いてCWU法を行っ
た症例が必ずしも含気治癒に至るわけでは無い事や、そもそも鼓室形成術により耳管機能が改
善するわけではない事から、術後も継続する中耳換気の脆弱性に対し、乳突蜂巣の発育不良例
では乳突充填術による充填型治癒も選択肢となる。乳突洞の充填材料には骨片や乳突削開に伴
って得られる骨粉を用いる。CWU法では外耳道後壁があるので、骨片は密に充填する必要はな
い。術後に鼓膜陥凹を来した際に、陥凹最深部が経外耳道的に確認できるように上鼓室まで充
填する。当科においてCWU法に乳突充填術を併用した症例では再形成再発を認めなかったこと
から、CWUにおける再形成再発の予防として乳突充填術の併用も有効な手段と考えられる。
以上、外耳道や中耳の形態と機能の正常化を目指したCWU法における乳突削開術、前鼓室開

放術、posterior tympanotomy、lateral tympanotomy、scutumplasty等に必要な解剖や具体的
な手術手技について自験例の手術ビデオを供覧し解説する。

教育セミナー７



小児滲出性中耳炎診療ガイドライン2015のポイント

伊藤　真人
自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児耳鼻咽喉科

１）ガイドラインのコンセプト
2015年1月に日本耳科学会、日本小児耳鼻咽喉科学会によって「小児滲出性中耳炎診療ガイドライン

2015年版」が発刊された。これは本邦の小児滲出性中耳炎ガイドラインの初版であり、欧米とは医療環
境が異なる本邦の現状をふまえて、その実情に即した臨床管理の指針を示している。欧米のガイドライ
ンでは主な利用者は、プライマリケアを担当する家庭医や小児科医であるので、「いつ、どの時点で手
術適応の判断のために耳鼻咽喉科専門医へ紹介するか」を示している。一方で本邦のガイドラインの主
な利用者は耳鼻咽喉科医であることから、中耳貯留液や鼓膜の病的変化などの滲出性中耳炎そのものへ
の対応だけではなく、耳鼻咽喉科医の視点を重視して、その遷延化因子ともなりうる周辺器官の病変に
対する治療を積極的に行うことを推奨するという大きなコンセプトの違いがある。したがって本邦のガ
イドラインでは、鼻副鼻腔炎や急性中耳炎、アレルギー性鼻炎などの周辺器官の病変を合併する症例に
対しては、それぞれの病変に対する保存治療を行なうことを推奨している。一方で、欧米のガイドライ
ンでは初期の３か月間はWatchful waitingが勧められており、基本的には治療は行わずに経過観察のみ
である。ただし、米国AAOのガイドライン2016 年改訂版において初めて、“例外事項”として並存する
病変があるときには、それらの病変の治療をすることを推奨しているから、コンセプトの違いはあるも
のの、実際の運用においては両者に大きな違いはない。この初期の期間こそ、小児滲出性中耳炎の病
因・増悪因子となっている周辺の急性感染症に対する特別な配慮が必要であり、適切な薬物療法を含む
保存的治療が求められる。
これらによっても３か月以上改善しない両側の小児滲出性中耳炎症例では、中等度以上の聴力障害を

示す場合は両側の鼓膜換気チューブ留置術を行うべきであり、難聴の程度が軽度であっても治療の選択
肢として手術を検討することが勧められる。また鼓膜のアテレクタシスや癒着などの病的変化が出現し
た場合にも、チューブ留置が推奨される。種々の要因を総合的に検討して、鼓膜チューブ留置手術を行
なうかどうかの意思決定のプロセスを保護者と共有することが大切である。
２）ガイドラインを臨床現場でどのように用いるか？
ガイドラインの目的は、適切な診断と診療を支援（アシスト）することであり、手順書として強制力

を持つことはなく、法的根拠とはならないことが原則である。ガイドラインはむしろ、最終的な勧告
（指針）の部分だけではなく、その根拠となった最新の情報（Clinical Evidence）を知るためのツール
として利用されるべきである。ガイドラインは診療を拘束するものではなく、あくまで診療を支援する
ものであり、ガイドラインが示す最新のエビデンスを参考にして、医師の専門的知識と経験をもとに、
患者や保護者の意向や価値観を考慮して判断する必要がある。
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小児急性中耳炎診療ガイドライン Update

林　　達哉
旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

小児急性中耳炎診療ガイドラインは2006年に初版が出版された。その後、2回の改訂を経て、
現在利用可能なのは2013年版であり、さらに次版に向けて作成委員会では改訂作業が進行中で
ある。
本ガイドラインの目的は推奨される小児急性中耳炎治療の提供であり、最終的な受益者は患

者である。従って、推奨される治療とは目の前の患者を治癒に導くことは勿論、将来の患者に
対する心配りも求められる。即ち、ガイドラインは広い意味で抗菌薬の適正使用に配慮し、薬
剤耐性菌を増加させない方向を示す道標でもなければならない。
抗菌薬を適正に使用するためには、原因菌の状況を知らなければならないのはもちろん、そ

の変化にも対応する必要がある。さらに予防、診断、治療に関わるツールの適切な選択が不可
欠である。診断基準が曖昧だと、本来抗菌薬を必要としない症例に抗菌薬を投与してしまうこ
とになる。これは患者にとって何のメリットもないばかりでなく、有害事象を起こす可能性と
ともに、耐性株の選択という将来へのデメリットまで招いてしまう。中耳炎が予防できれば、
抗菌薬を必要とする症例の減少を期待することができる。抗菌薬を使用すること自体が薬剤耐
性化の促進圧力であることを考えれば、有効なワクチンの普及は、広い意味での抗菌薬適正使
用につながることになる。治療において適切な抗菌薬を適切な用量と方法で投与する重要性に
ついては言うまでもない。これらの要素を備えた小児急性中耳炎診療ガイドラインは、中耳炎
難治化に頭を悩ませてきた多くの臨床家の支持を得てきたのではないだろうか。

2013年版ではご存知の通り、新規抗菌薬と肺炎球菌ワクチンなどの新しい武器が盛り込まれ
た。それによって何が変わったのか。何が変わらなかったのか。中耳炎診療の変化と今後想定
される新たな事態への対応が、次回改定の課題となる。実は「ガイドライン」の作成方法も進
化を続けている。この進化への対応を怠っていては、高い評価を受け続けることが難しくな
る。ユーザーの使い勝手はそのままに（あるいは改善させ）、時代の要求に応える新しいガイド
ラインとはどういうものか。その形を少しお見せできるかも知れない。
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日常診療における遺伝子診断─診療の手引きをふまえて

野口　佳裕
信州大学　医学部　人工聴覚器学講座

【はじめに】
遺伝子解析技術の進歩により、「非症候群性」遺伝性難聴における原因遺伝子は100近く同定されてい

る。本邦では、世界に先駆け2012年に「先天性難聴」の遺伝学的検査が保険適用となった。そして、
2013年に日本聴覚医学会より「難聴遺伝子診断に関する提言」が示された。さらに、2015年に「若年発
症型両側性感音難聴」が指定難病となり、2016年に遺伝学的検査として保険収載された。このように、
全ての耳鼻咽喉科医にとって日常診療における遺伝子診断の重要性が増している。『遺伝性難聴の診療
の手引き　2016年版』は、適切で標準化された遺伝子診療を進めるためのガイドライン的役割を目指し
たものである。
【遺伝性難聴の診療】
患者から聴取した詳細な家族歴をもとに、正しい記号を用いて家系図を作成する。発端者の親が罹患

しているかどうか、罹患者の性差などから遺伝形式を推定する。孤発例では、常染色体劣性遺伝病の可
能性がある。また、新規突然変異の存在や2つの遺伝子に変異を認めることが遺伝形式を複雑にするこ
とがある。病歴として、難聴の進行・耳鳴・めまいのほか、他臓器・器官の合併症の有無に留意する。
聴力検査では、低音障害型、皿型、高音急墜型などの聴力型が原因遺伝子の推定に有用な場合がある。
また、多くは左右対称性の両側性難聴を示すが、SLC26A4変異によるDFNB4／ペンドレッド症候群や
Waardenburg症候群のように一側性難聴を示すものもある。CTやMRIでは、前庭水管拡大症などの内
耳奇形の有無を確認する。
【難聴の遺伝学的検査】
難聴の遺伝子診療は、ゲノムおよびミトコンドリア内の原則的に生涯変化しない生殖細胞系列からの

遺伝学的情報を明らかにするものである。遺伝情報が「生涯変化しない」、「血縁者間で共有される可能
性がある」などの特性を有するため、日本医学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガ
イドライン」（2011年）に沿った倫理的な診療が求められる。難聴の遺伝学的検査は、すでに発症した患
者の診断を目的とするが、発症前検査となる場合は慎重に行い、保因者検査は原則として行わない。
保険診療においても患者へのインフォームド・コンセントと書面による同意は原則として必要であ

る。しかし、GJB2遺伝子変異のように難聴が非進行性であることがわかれば、患者家族も安心する。
また、特定の難聴遺伝子変異では難聴の程度や人工内耳の装用効果が判明しているため、「小児人工内
耳適応基準」（2014年）では「既知の高度難聴を来しうる難聴遺伝子変異を有して」いることが例外的適
応条件として含まれている。さらに、CDH23、KCNQ4遺伝子変異などでは高音障害型感音難聴を示す
ため、乳児の残存聴力活用型人工内耳の適応決定に有用となる。このように、難聴の遺伝学的検査は、
診断や治療に関する個別化医療が確立されてきており、検査後遺伝カウンセリングへも有用であるた
め、積極的に行われるべきものである。
【検査後遺伝カウンセリング】
検査後遺伝カウンセリングは、当該疾患の経験豊富な耳鼻咽喉科医と遺伝カウンセリングに習熟した

者（臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラー）が協力し、チーム医療として実施することが望ましい。
具体的なカウンセリング内容は、手引きに記載されている。主なものとして、（1）例えばGJB2に変異
をもつ保因者の頻度は1／30〜50人程度と多く、非常にありふれたものであること、（2）責任論になら
ないよう、自分や親を責めないように配慮すること、（3）スクリーニング検査で原因がわからない場
合、遺伝子変異が原因ではないとは説明しないこと、（4）数年後に原因遺伝子変異が判明する場合があ
ることを説明する。次子の難聴再発率については、劣性遺伝で1／4、優性遺伝で1／2である。次世代の
再発率は、GJB2変異（保因者頻度1／50人として）で1/100、SLC26A4変異（保因者頻度1／100〜200人
として）で1／200〜400である。ミトコンドリア性遺伝では、女性であれば再発率はほぼ100%（ただ
し、浸透率は必ずしも高くない）、男性では0%となる。遺伝性難聴のほとんどは補聴器や人工内耳等で
対応可能であるため、前向きなカウンセリングが望まれる。

臨床セミナー３



Otol Jpn 26 (4) :216 , 2016

癒着性中耳炎の治療

松田　圭二
宮崎大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

はじめに
癒着性中耳炎とは、鼓膜が肥厚または菲薄化し、陥凹して鼓室岬角に器質的に癒着した病態で、耳管通気

などの通気処置で癒着した鼓膜が浮き上がる鼓膜弛緩症（atelectasis）とは区別される。鼓膜癒着症には、
真珠腫を伴わない狭義の癒着性中耳炎、鼓膜癒着を伴った真珠腫（緊張部型真珠腫、弛緩部型の一部）など
が含まれる。中耳真珠腫進展度分類2015改訂案では、緊張部型真珠腫が鼓室（後〜下鼓室・鼓室洞）に限局
したものをStage Iと定義する。このうち陥凹部上皮の自浄作用が保たれた状態で臨床的には癒着性中耳炎
として取り扱われるものを Ia、陥凹内にkeratin debrisが蓄積する状態を Ibとしている。しかし実際には、
両者の境界病変とも言える病態が存在し分類が難しいこともある。
実際の臨床では、上記の癒着性中耳炎、緊張部型真珠腫に限らず、その術後例で開放乳突腔障害に鼓膜緊
張部の癒着を伴ったもの、大穿孔の慢性中耳炎に見えて実は広範な上皮の癒着を伴った例、鼓室線維症など
多彩な病態に対処していく必要がある。基本的には、耳漏、難聴を示す症例が治療の対象になる。
手術治療
癒着性中耳炎に対する手術の目的は、耳漏停止、伝音難聴の改善である。このためには安定した含気腔の
形成が重要となる。術後に高頻度におこる新鼓膜の再癒着を防止するため、換気チューブ留置術、鼓室内留
置物（ゼルフィルム、シリコンマス、シリコンシート）、粘膜移植（乳突洞粘膜、鼻粘膜、口腔粘膜、培養
細胞シート）、意図的浅在化、軟骨板による補強など、様々な方法が組み合わせて試みられてきた。carti-
lage tympanoplastyの普及で再含気する確率は改善し乾燥治癒することが多くなった。また中耳粘膜移植
（培養細胞シート移植）の報告は好成績を示し、再癒着防止という長年の課題を解決する可能性を感じさせ
る。しかしながら含気腔の形成が必ずしも長期の聴力改善に繋がらないのは、耳管機能不全やアブミ骨固着
状態など、この疾患に内在する問題が単純ではないことを示している。
我々の施設では、外耳道後壁を保存する術式を原則としている。補聴器装用により耳内が湿潤し耳漏が停
止しない症例、少量であっても長期間耳漏が続いている場合には骨導閾値の上昇や真珠腫形成回避目的での
適応もある。既手術例、特に開放乳突腔障害に鼓膜癒着症を合併する場合にも、積極的に手術を行ってい
る。耳後切開して耳介を挙上、外耳道皮膚から連続して癒着した鼓膜を挙上する。癒着鼓膜を剥離する際に
は骨面の露出を避け岬角にはなるべく組織を一枚残すようにする。術中に残存耳小骨、アブミ骨底板可動性
を確認する。緊張部鼓膜が利用できる場合にはそのまま、利用できない場合には遊離筋膜で鼓膜を形成す
る。シリコンシートを鼓室に置き、柵状にした薄切軟骨をシート上を滑るように形成鼓膜に移植しフィブリ
ン糊接着する。一期的に伝音再建するときには、シートを抜いて伝音再建する。二期的に伝音再建する場合
にはシリコンシートをそのまま留置し１年後に伝音再建を計画する。
Active middle ear implant（AMEI）の適応
アブミ骨底板の固着例や一期術後に鼓室が含気してこない症例では、通常の鼓室形成術での聴力改善は期

待できない。それでも鼓室形成術により耳内が乾燥し補聴器の装用で十分な効果が得られるものでは、補聴
器が使用できる。補聴器効果が不十分、あるいは装用できない理由がある場合に初めてAMEIの適応を考え
る。
現在、本邦で保険収載されているBone anchored hearing aid（BAHA）は、骨導聴力が45dB以内の骨導

レベルが比較的保たれた伝音・混合難聴症例で効果が期待できる。一方、比較的高齢の患者に聴力改善手術
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
ていることである。手術で伝音難聴が改善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
る必要がある。Vibrant soundbridge（VSB）は機種特性として500, 1000, 2000Hzの中音域の改善に優れ、
補聴が難しいこのような混合難聴例に良い適応がある。ただし、術前骨導閾値は、0.5kHz（0-45dB）、1kHz
（0-50dB）、2kHz（0-65dB）、4kHz（0-65dB）の範囲である必要がある。手術例では、高い臨床効果が期待
できる。
おわりに
癒着性中耳炎に対する治療は、簡単ではない。度重なる手術の末に聴力改善が得られない時の失望感は、患
者、術者共に大きい。難聴のレベルを診断し、その個人に最も適した方法で聴力の改善を目指すことが求め
られている。難聴治療チームには、補聴器から人工聴覚器までフィッティングできるオージオロジスト、鼓
室形成術から人工聴覚器手術まで習熟した術者が必要不可欠である。
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外耳道癌に対する治療戦略

中川　尚志 1、宮崎　　健 2,3

1九州大学大学院 医学研究院 耳鼻咽喉科学分野、2福岡大学医学部病理学、3耳鼻咽喉科学

側頭骨癌の発生頻度は100万人にひとりで、その3分の2は扁平上皮癌である。症状として、難
治性耳漏が最も多く、そのうち5分の1で血性となることが特徴として挙げられる。しかし、症
状は非特異的であるため、診断が難しく、診断確定までの病悩期間が長い。多数症例を集めた5
年生存率を示した初めてのまとまった報告は2010年にHiggins & Moodyによりなされた。演者
の28例（Nakagawa et al. 2006）を含め、384例のメタアナライシスを行い、T1が95%、T2で
79%、T3で68%、T4で23%と5年生存率となり、以前の報告に比べ、予後が改善した。放射線治
療の併用や手術手技の発達などがその理由と推測される。
演者は術前に化学放射線治療を行い、微小病変の局所制御し、手術を行う。また形成外科、

脳外科とで分業し、チーム医療により、手術の難易度を下げている。治療前のCTとMRIを合わ
せて、腫瘍の進展範囲を判断し、予後不良が最初から予測される、内頸動脈に沿って錐体先端
へ進展例、硬膜浸潤例、転移症例などは基本的に手術の適応外として、放射線化学療法を選択
している。外耳道に限局しているT1とT2の早期例は側頭骨外側切除（lateral temporal bone re-
section; LTBR）を行う。外側はcavum conchaeなど軟骨部を広く含め、顔面神経の外側に沿っ
て、骨を切断、鼓膜を含めて、外耳道を摘出する。一方、側頭骨亜全摘（subtotal temporal
bone resection; STBR）は、S状静脈洞に沿って、後頭蓋を開放し、内頸動脈外側、後頭蓋外側
面を内側面として切断する。内頸動脈は顎関節内側面を削除、頸動脈孔より内頸動脈管を開放
し、下方より確保しておく。顔面神経、内耳をsacrificeし、内耳道は切断する。次に側頭開頭
し、上方より前方、外側に骨切開線を延長する。前方進展例では上顎洞後壁に至る例もある。
九州大学病院（1998年1月から2006年3月）と福岡大学病院（2006年4月から2011年3月）で同
一の治療方針に従った外耳・中耳原発の扁平上皮癌症例、46名の成績を検討した。5年生存率は
T1 & T2（n=14）で83%、T3（n=6）で100%、T4（n=26）で55%であった。早期例の症例数と
観察期間が延長し、生存率がT3症例より低下した。Sugimotoら（2011）は上皮間葉転移
（EMT）のマーカーのひとつであるビメンチンが発現すると側頭骨扁平上皮がんで生存率が低
い傾向がみられ、骨破壊の程度が有意に高度であることを報告した。そこで、EMTに注目し、
マーカーのひとつであるラミニンの発現をプロトコールに従って治療が施行され、十分なパラ
フィン標本が手に入る、九州大学病院（1998年1月から2006年3月）と福岡大学病院（2006年4月
から2013年12月）で、同一の治療方針に従った外耳・中耳原発の扁平上皮癌症例46例で検討し
た。細胞質の50%以上がラミニンで染色されたものをラミニン陽性とした。27%でラミニンが陽
性で。早期癌をみなおしてみると、原病死しているすべての症例がラミニン陽性であった
（P=0.019）。このことより、ラミニン陽性の早期病変では、積極的な治療方針で臨むことが好ま
しいことが示された。T4症例では前外側進展型で手術の適応がある場合、手術例で生存率が高
く（76%）、T3症例の生存率（83%）と同じ水準にある。T4症例ではラミニンの染色率が高いほ
ど手術適応とならない内側進展型が多かった（P=0.0058）。一方、T3症例はラミニンが陽性であ
っても、根治的郭清を含めた外科的治療でコントロール可能であった。大腸癌発育先進部にお
ける簇出（tumor budding, TB）は、腫瘍における病理組織所見であり、進行癌の予後指標とし
て有用性が確立されている。側頭骨扁平上皮癌でも高度の簇出を呈する群（高度TB群）で有意
に生存率が低かった。全症例および進行癌症例での多変量解析において高度TB群は有意な予後
不良因子であった。制御不良のT4症例の成績を向上させるためには、手術適応の拡大や target
治療の開発など新しい治療戦略の導入が必要である。一方、ラミニンの発現やTBが少ない症例
については縮小手術などの術後のQOLの改善ができる可能性が示唆される。
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中耳真珠腫進展度分類のポイント

東野　哲也
宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科、耳科学会用語委員会

弛緩部型真珠腫に対する分類として2008年に耳科学会用語委員会から提案された中耳真珠腫
進展度分類は、真珠腫に対する鼓室形成術の術式選択や術後成績を論じる際の標準化を目指し
て作成された。その基本的なコンセプトは、１）中耳腔を前鼓室（P）、鼓室（T）、上鼓室
（A）、乳突腔（M）に区分すること（PTAM区分）、２）真珠腫進展度をstageⅠ（真珠腫が初発
区分に限局）、stageⅡ（真珠腫が隣接区分に進展）、stageⅢ（側頭骨内合併症、随伴病態を伴
う）、stageⅣ（頭蓋内合併症として昨年度の改定で新たに独立）とする、の2点である。この分
類は耳科学会会員に好意的に受け入れられたことから、2010年に同一の分類コンセプトを緊張
部型真珠腫にも適用し、中耳真珠腫進展度分類2010の提案に至った。これにより後天性真珠腫
の大半を占めるretraction pocket cholesteatomaの進展度分類が揃い、真珠腫治療に関する学術
的な討論の場だけでなく、診療連携の際の情報共有や患者への手術説明など、様々な場面で活
用されている。
昨年度、耳科学会用語委員会ではこれまで積極的な定義付けを避けてきた二次性真珠腫と先

天性真珠腫についても進展度分類案を追加した。いずれの病態も発生頻度は高くないが、re-
traction pocketから生じる、いわゆる「一次性後天性真珠腫」とは病態を区別すべき真珠腫病態
として我が国では大方のコンセンサスが得られていると判断したからである。ただ、これらの
真珠腫病態に関しては、海外から報告される臨床像と必ずしも合致しない部分があるため、耳
科学会進展度分類の基本コンセプトを踏襲した上で、我が国の実情が反映されるよう配慮し
た。そして今年の1〜2月、この中耳真珠腫進展度分類2015を用いた全国真珠腫手術症例登録が
耳科学会ホームページ上で耳科学会員に呼びかけられ、全国79施設から真珠腫症例1791例
（2015年に行われた真珠腫新鮮例に対する手術）の登録を頂くことができた。まさにAll Japanの
疫学調査となったことを、用語委員会を代表して会員の皆様のご協力に謝意を表すると共に、
その結果の一部を本セミナーにて報告する予定である。
このように学会主導で真珠腫の病態分類と進展度分類の公的提案がなされ、学会員に幅広く

育まれている状況は、国際的にも類を見ない。本年の6月に英国エディンバラでMatthew Yung
会長のもと開催された第10回国際真珠腫・耳手術学会（The 10th International conference on
cholesteatoma and ear surgery）では、日本耳科学会のこの取り組みが大きく取り上げられ、
真珠腫進展度分類の国際コンセンサスに向けたセッションがもたれた。その準備としてヨーロ
ッパ耳科学会 European Academy of Otology & Neurotology（EAONO）と日本耳科学会
（JOS）との協議が重ねられ、「EAONO/JOS joint consensus statements on the definition, clas-
sification and staging of cholesteatoma」として、Jung会長より世界に向けて提案され、現在、
各国の耳科学会代表者からのフィードバックを受けて最終的な微調整が行われている。もとも
と術者ごとに病態把握や手術の考え方が大きく異なる中耳真珠腫の分類という性格上、世界中
の耳科医から全面的な合意を得ることは困難と予想された国際プロジェクトではあったが、日
本耳科学会案を主軸に国際的な分類へと展開されている背景には、7年以上に渡る我が国での臨
床活用、妥当性評価のための多施設臨床研究、さらには全国登録研究への展開がなされてきた
実績が評価された結果だと考えている。
いずれにしても、我が国で活用されている進展度分類が世界の、少なくともヨーロッパ耳科

学会との「共通言語」として合意がなされたことの意義は極めて大きい。この「文化」を育ん
できたご本家、日本耳科学会会員の皆様と進展度分類2015年改訂版およびその国際版のポイン
トを共有させて頂く絶好の機会として、本セミナーを位置付けて頂ければ幸いである。
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テーマセッション１　Keynote lecture
金丸眞一

昭和63年京都大学医学部卒業。大阪赤十字病院、北野病院勤務。平成10年から京大で助手・講師を経
て、現在の北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科主任部長に就任。その間、京都大学再生医科学研究所で研究、
London Tissue Repair and Engineering Center 留学。頭頸部領域の再生医学研究を推進し、米国気管食
道科学会で「自己骨髄由来間葉系幹細胞移植による声帯の再生」で日本人初のBroyles Malony Award 受
賞。現在、先端医療振興財団 臨床研究情報センター上席研究員も兼任。鼓膜再生療法の保険収載と海外展
開を目指して活動中。

鼓膜再生の中耳手術への応用
─低侵襲中耳手術の開発─

金丸　眞一 1,2、金井　理絵 1,2、吉田　季来 1、北田　有史 1、西田　明子 1、坂本　達則 1、
小紫　彩奈1、前谷　俊樹1

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

さまざまな原因による鼓膜穿孔に対してこれまで様々な治療がなされてきた。しかし、現行
の治療法は鼓室形成術や鼓膜形成術といったそのほとんどが手術療法であり、皮膚切開と自己
組織採取などの創傷を伴う。また、手術時間や麻酔、術後の不快感や後遺症、一定期間の安静
や入院、鼓膜再穿孔や聴力回復不成功例さらには手術が原因となる種々の後遺症と患者に対す
る多くの負担と制約を伴っている。
これに対して、われわれは、in situ tissue engineeringの概念に立脚し、細胞増殖の足場にゼ

ラチンスポンジを、調節因子としてb-FGF（塩基性線維芽細胞増殖因子）を用い、鼓膜穿孔縁
の新鮮創化を行うことで、皮膚外切開など通常の手術処置をともなわず、わずか10分間程度の
外来処置のみで、処置直後より聴力が改善し、穿孔の大きさにかかわりなく高い成功率で鼓膜
穿孔の閉鎖が可能な新しい鼓膜再生療法を考案し報告してきた。
また同様の手法で、外耳道真珠腫、腫瘍などの外耳道病変に対しても、経外耳道的に病変除

去、外耳道の表面骨の平坦化に続き、b-FGF浸潤ゼラチンスポンジを留置し、フィブリン糊で
カバーし、耳介を医療用の防水被覆材（テガダーム）で完全に被覆する手法で再生療法を施行
している。
しかし、鼓膜再生治療の適応には、いくつかの必須項目があり、１）鼓膜穿孔縁が顕微鏡な

どで直視できること、２）鼓膜が乾燥し耳漏がないこと、などが条件となっている。１）に対
しては、内視鏡の併用、外耳道の拡大、さらに上記に示した外耳道再生を鼓膜再生と同時に行
うことで、適応拡大を図ってきた。いっぽう、鼓膜穿孔の原因の大半は慢性中耳炎で、その多
くは上記２）の条件を満足していないために適応外となり、本治療法の拡大を困難にしてい
る。
これに対し、鼓膜が湿潤しているが活動性の炎症はなく、鼓室、乳突腔内にCT上病変がない

軽度の慢性中耳炎症例に対し、経鼓膜的に鼓室内の洗浄・清掃を行うことで適応症例の拡大を
試みた。
今回は、これまで鼓膜再生が適応外とされてきた上記１）、２）の症例に対する治療法を外耳

道・鼓膜同時再生症例などとともにビデオで紹介する。
本治療法により、これまで鼓室形成術や鼓膜形成術を施行していた症例の一部で、低侵襲で

大幅な手術時間の短縮に加え、理想的聴力改善が得られることが分かった。
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テーマセッション１　Keynote lecture
白馬伸洋

平成3年3月 愛媛大学医学部医学科卒業
平成17年10月〜21年3月 大阪赤十字病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科副部長
平成21年4月より愛媛大学耳鼻咽喉科 講師就任 
平成26年7月より愛媛大学耳鼻咽喉科 准教授昇任
平成27年1月より帝京大学医学部附属溝口病院 耳鼻咽喉科主任教授

鼓膜形成術・鼓膜再生─新しい医療技術の展開

白馬　伸洋
帝京大学

鼓膜穿孔は、耳鼻咽喉科の日常外来診療において頻繁に経験される重要な病態である。穿孔症例には
自然閉鎖せず、閉鎖が遷延する症例もある。このような場合に鼓膜穿孔を閉鎖する方法として、①外耳
道皮膚を剥離挙上した後、二層に剥離した鼓膜の間に筋膜などを挿入して穿孔部の閉鎖を行う鼓膜形成
術、②穿孔縁を新鮮化した後に筋膜などを鼓膜下に挿入するunderlay法、③新鮮化した穿孔縁の上に紙
テープなどを貼り付け、上皮再生を促すパッチ法、などがある。
現在、鼓膜穿孔閉鎖で最も汎用されているのは脂肪組織、結合組織、側頭筋膜などの自己組織であ

る。自己組織は移植片の生着率が高く治療成績は良好であるが、採取に際し術野以外の部位より新たに
皮膚切開を施行する必要が生じる。そこで近年、生体を原料とした材料の研究が進み、抗原性の少ない
生体親和性に優れた合成移植材料が臨床現場で活用されている。中でもコラーゲンは周囲組織との親和
性が高く、新生する細胞や組織の足場として働き、最終的に吸収されることから鼓膜の再建材料として
は理想的な素材である。近年、コラーゲンの抗原性を酵素処理によって除去したアテロコラーゲンを、
生体内で線維芽細胞や新生血管などが容易に進入できるように粗なスポンジ状の膜に加工し、そのアテ
ロコラーゲン膜の裏面にシリコン膜を付けた人工真皮製剤（ペルナック®、テルダーミス®）が商品化さ
れている。アテロコラーゲンを生体内に埋め込むと周囲からの浸出液でゲル状となり、約１ヵ月間で分
解される。この間にアテロコラーゲンの間隙に侵入した肉芽組織に置換されるわけで、鼓膜穿孔を閉鎖
するという目的に極めて優れた合成移植素材といえる。またアテロコラーゲン裏面のシリコン膜によっ
てアテロコラーゲンが分解されるまで出来るだけ形態が維持され、湿潤も保たれる。シリコン膜を鼓膜
穿孔の形と大きさに合わせて切り出すことにより、フィブリン糊を使用しなくてもシリコン膜が鼓膜に
密着し、鼓膜穿孔部へのアテロコラーゲンの固定が可能となる。
さらに鼓膜穿孔の閉鎖率を高める新しい医療技術の展開として、演者は2000年よりアテロコラーゲン
に市販の創傷治癒促進因子を併用する鼓膜再生治療を開発し臨床応用を行ってきた。創傷治癒促進因子
としては、皮膚潰瘍治療薬であり、線維芽細胞や血管内皮細胞に作用し、血管新生や肉芽増殖、再上皮
化を促す線維芽細胞増殖因子のbasic fibroblast growth factor; bFGF製剤（フィブロブラストスプレー
®）を用いる。
鼓膜再生治療の方法であるが、穿孔の大きさに調節したアテロコラーゲンを穿孔部に充填するように

留置し、bFGF製剤を0.1〜0.2cc添加させる。2〜3週間後にシリコン膜を除去し、鼓膜が閉鎖するまで同
様の操作を繰り返し行う。このように成長因子の局所添加により、通常のパッチ法では閉鎖困難であっ
た慢性鼓膜穿孔症例においても高い閉鎖率と、閉鎖までの期間を短縮させることで患者への負担を軽減
することが可能となった。
現在までにおよそ500人以上の症例に本法を用いた鼓膜再生治療を行い、1年以上の観察で8割以上の

完全閉鎖率が得られているが、術後の合併症として、術後耳漏が12.9％、術後epithelial pearlの形成が
5.0％で認められた。また、閉鎖成績に影響する術前要因の解析では、1）穿孔縁の観察が困難、2）鼓
膜石灰化が著しい、3）辺縁性の穿孔である場合に有意差を持って鼓膜穿孔残存の頻度が高かった。さ
らに、bFGF製剤を添加したアテロコラーゲンが中耳腔に落ち込んだ症例では、新生鼓膜と中耳粘膜が
癒着し、癒着部に炎症を伴う線維組織が増殖する症例を3例経験した。bFGF製剤の使用にあたっては、
中耳粘膜への安全性が確立されていないので、中耳腔に流れ込まないよう注意して添加することが肝要
と考えられた。
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当科における慢性穿孔性中耳炎に対する内視鏡手術の現況

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

【はじめに】
慢性穿孔性中耳炎に対する鼓膜形成術・鼓室形成術は先人の努力により、穿孔閉鎖率・聴力

改善成功率ともに90％前後と機能手術としてはきわめて信頼性の高い術式となった。それだけ
に今後はより侵襲性の高い術式が望まれる。わが国では湯浅らの開発した接着法が侵襲の少な
い術式として普及してきたが、経耳鏡下の手術であり外耳道狭窄例や前壁突出例では困難なこ
とが少なくない。一方、耳科手術における内視鏡の導入は十数年前より報告されてきたが、ESS
の普及と相まって施行する施設が増加してきた。当科では主に真珠腫の２次手術時の遺残の確
認などに内視鏡を用いてきたが、昨年８月より慢性穿孔性中耳炎の手術に内視鏡を積極的に用
いるようになった。今回、症例数も少なく、経過観察期間も短いが、その現況を報告する。
【対象】

2015年8月から2016年3月までの7か月間に慢性穿孔性中耳炎手術に内視鏡を用いた症例は37例
であった。性別は男性13例（35%）、女性24例（65%）、手術時の年齢は6歳から76歳、平均45歳
であった。初回手術例が30例（81%）、再手術例が7例（19%）であった。手術に内視鏡のみを用
いた症例が31例（84%）、顕微鏡を併用した症例が6例(16%)であった。術式は接着法が14例
（38%）、外耳道に切開を加えて鼓膜皮膚弁を挙上する鼓室形成術が23例（62%）であり、術者は
4名であった。
使用する内視鏡はデモ機使用時以外、ストルツ社製の長さ12cm、太さ2.7mmの0度の内視鏡に

ハイビジョンカメラを付けて使用した。使用した器具も通常の顕微鏡手術で使用するのと同じ
器具を使用した。
【結果】
鼓膜穿孔の閉鎖率は37例中30例（81%）であり、術式別では接着法が14例中10例（71%）、鼓

室形成術が23例中20例（87%）であった。再穿孔7例中2例は冷凍保存した皮下結合組織を用い
て、外来での接着法（顕微鏡下）で閉鎖し、小児の1例は全身麻酔下に内視鏡での再手術を予定
している。
【考察】

ESSに慣れない演者にとっては、片手操作になることなど最初は戸惑うことばかりであった。
一方、ESSに慣れた共同演者の1名は耳科手術の初心者で顕微鏡手術と内視鏡手術を同時進行で
習得しており、むしろ内視鏡の手技の方が手技の上達が早い印象である。慣れてくると基本手
技は顕微鏡下の手技とほぼ同じであると感じている。
何より術者と同じ鮮明な画像を供覧できることは若手医師、看護師、学生、指導医にとって

教育上有用であった。
今後はさらなる成績の向上が課題である。特に接着法に関しては立体視でないためグラフト

と残存鼓膜の位置関係が把握しにくい印象であり、今後の検討課題としたい。
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ポリグルコール酸（PGA）シートを使用した
鼓膜形成術・鼓室形成術 I型の治療成績

西嶋　文美、永田　博史
翠明会山王病院

鼓膜形成術や鼓室形成術において、筋膜や皮下組織を固定するために本邦ではフィブリン糊
が広く用いられている。これは液体で使用できるため組織片の形状に関係なく固定がしやすい
ことなどのメリットがあるからと考えられる。しかしフィブリン糊は加熱やウイルス除去膜で
処理することより現在比較的安全に使用できる血液製剤となっているが、未知のウイルスやプ
リオンなどの感染症に対する確実な安全保障はなく、また宗教上の理由や近年の社会的問題に
より使用を希望されない患者も増えている。当科ではフィブリン糊使用を希望されないケース
ではゼラチンスポンジを使用してきたが、最近ポリグリコール酸（PGA）シートタイプ（商品
名：ネオベール）を採用している。PGAは生分解性ポリマーで吸収糸として以前から使用され
ており、それをシート状にしたものは縫合部の補強及び空気漏れへの適用が添付文書に記載さ
れている。耳鼻咽喉科領域では舌・口腔癌切除後の組織欠損部に使用されているが、近年鼓膜
形成術や鼓室形成術、乳突削開術への使用も報告されている。当科では新鮮化した穿孔縁に筋
膜をunderlayでgrafting後、適切な大きさにトリミングしたPGAシートをoverlayで被覆した
り、canalplasty後に露出した骨面を筋膜で覆い外耳道皮膚を戻したあとに使用し、症例に応じ
て２〜４週間後には抜去した。また術後抗菌薬の点耳と内服、外耳道入口部に綿球を留置、交
換を行い、耳内の感染と乾燥予防を行った。PGAシートはフィブリン糊のような接着、止血効
果はないが、組織片の固定を補助し、また点耳液や浸出液を適度に吸収し創部を湿潤な状態に
保っていた。２週間ほど経過すると徐々に上皮化がすすみ、３〜６週ほどで鼓膜はほぼ再生し
ていた。またシートを重ねないで一枚で覆うことで、術後の組織片の陥凹などが確認でき通気
などで修正することができた。フィブリン糊を使用していた症例と比較し、当院での治療成績
を報告する。
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島状全層軟骨付き軟骨膜弁を用いた鼓膜形成

中江　　進
ベルランド総合病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】
軟骨を用いた鼓膜形成術はハイリスク鼓膜穿孔に有効とされ、通常薄切して用いられる。私共は薄切

を行わず、全層のままの厚い軟骨を用い、島状軟骨付き軟骨膜弁を作成して鼓膜形成しているので報告
する。
【対象】
対象は2014年10月から2015年12月にかけて手術した18例20耳（男性10例11耳、女性8例9耳）であ
る。
年齢は6歳〜80歳、疾病の内訳は慢性中耳炎が15耳、真珠腫が5耳であった。
慢性中耳炎では小児例は5耳で癒着性中耳炎が1耳、鼓膜大穿孔例が4耳、成人例は10耳で、チュービ
ング後の穿孔が3耳、鼓膜大穿孔例が7耳であった。
真珠腫例はすべて成人であった。
術型別にはＩ型13耳、III型6耳、IV型1耳であった。

【方法】
耳珠軟骨を採取し、薄切せず厚いまま用いた。軟骨をトリミングし、テラメスを用いて、軟骨膜が約

２mm程度はみ出す様に島状耳珠軟骨―軟骨膜弁を作成した。軟骨側を内側にしてoverlayで鼓膜形成を
行った。島状に残す軟骨は、穿孔に応じて調節した。
【結果】
日本耳科学会2010年聴力判定基準を用いて判定すると聴力改善成功率はI型は92.3%（12耳/13耳）III

型は83,3%（5耳/6耳）IV型は0％（0耳/1耳）であった。
【考察】
軟骨板は陰圧に良く耐え、感染にも強いのでハイリスク鼓膜穿孔（再手術、鼓膜全穿孔、耳管機能不

全）の場合に有効である。聴力低下の懸念や取り扱い易さの点から軟骨は薄切して用いられることが多
い。文献上、中耳伝音特性の面からは0,5mmの厚さにするのが良いとされる。
ところが実際に軟骨を薄切すると、反りが生じて鼓膜形成には適さなくなることがしばしばある。こ

の反り返りは、修正しにくく穿孔の原因にもなりうる。また軟骨片を半分に薄切しても、全層で用いて
も術後聴力に変化はないとの報告も有る。

Dornhöfferは薄切しない全層の軟骨を鼓膜形成に用い、とくに形態の面で良い結果を得、聴力も改善
したと報告した。我々の症例でも全層軟骨の使用で聴力の予後は悪化せず改善している。また島状軟骨
ー軟骨膜弁（island flap）にすることにより固定も段差なく、滑らかに行える。軟骨の島を２個作成す
ることで、穿孔と側壁削開後の骨欠損を同時に被覆することも可能である。
薄切しない島状全層軟骨―軟骨膜弁は鼓膜形成に試みるべき有用な手技と思われた。

Otol Jpn 26 (4) :223 , 2016

T01-O3



Polyglycolic Acid（PGA）シートを用いる鼓膜形成術の検討

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

1奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科学、2奈良県総合医療センター　耳鼻咽喉科

【緒言】ポリグリコール酸（Polyglycolic Acid：PGA）シートは、組織欠損部の吸収性補強材と
して、肺切除後の肺瘻閉鎖や肝切除後の胆汁漏予防に用いられている。耳鼻咽喉科領域でも、
舌・口腔癌切除後の組織欠損部に利用されており、疼痛抑制や瘢痕拘縮の軽減、上皮化の促進
など、欠損部を補強する有用性が確かめられている。今回、鼓膜形成術において、鼓膜穿孔
（組織欠損）部を被覆する筋膜を補強することを目的にPGAシートを試用し、支持材料としての
同シートの有用性について検討したので報告する。
【方法】鼓膜穿孔を有する21症例（男性：8例、女性13例、24-72歳、平均56.2歳、中央値61歳）
を対象とした。いずれも6か月以上の間、穿孔が続く難治例であった。穿孔サイズを、1象限以
下を小穿孔、1象限以上2象限以下を中穿孔とすると、15例が小穿孔、6例が中穿孔で、大穿孔例
はなかった。また、10例が前下象限、5例が後下象限、6例が前後下象限にまたがる位置に認め
られた。鼓膜形成は、顕微鏡下に耳鏡を用いて耳内アプローチで行った。手術前にPGAシート
を穿孔よりやや大きいサイズ・形状になるように切断した。鼓膜穿孔縁を切除・新鮮化し、採
取した側頭筋膜を鼓膜内側から接着（アンダーレイ法）させ穿孔を完全に閉鎖した。その後、
フィブリン糊やジェルフォームを用いず、トリミングしたPGAシートを鼓膜外側の筋膜表面上
に被覆した。手術後3か月以上の鼓膜所見の経過を顕微鏡および軟性内視鏡で観察した。
【結果】筋膜上に設置したPGAシートは術直後から、液体成分（血液、滲出液、点耳液など）を
吸湿しながら、全体が筋膜表面に均一に接着するようになった。術後1-2週目では、PGAシート
の表面は湿軟性を保っており、筋膜はPGA繊維と融合し、シート全体と一体化しているように
みえた。2-3週目になると、PGAシートの一部は、乾燥化して外耳道側へ浮き上がり、筋膜が穿
孔縁に定着しているのが確認された。3-4週目には、PGAシートの乾燥剥脱はさらに進み、同部
分を除去すると、新生鼓膜が認められた。4-5週後には、筋膜表面の上皮化が完成し、穿孔は閉
鎖された。手術成績をみてみると、1例を除く20例で、鼓膜上皮が順調に再生して5週以内に穿
孔は完全に閉鎖した。また、再穿孔は中耳炎の再燃により1例のみに1年6か月後の時点で認めら
れたが、その他の症例ではみられなかった。聴力レベルは3例で不変であったが、17例で10dB以
上の改善が認められた。鼓膜形成術自体による合併症はなく、PGAシートによる有害事象も認
められなかった。
【考察と結論】PGAは、生体内で加水分解されて代謝・排泄される分解吸収型高分子であり、生
体内に埋入しても残留や蓄積することなく消滅するため、薬物キャリアーや吸収性縫合糸の材
料として利用されている。このPGAを材料にしたPGAシートは、脆弱組織の縫合部や組織欠損
部の補強を目的として開発された吸収性縫合補強材であるが、厚さ0.15 mmで伸縮性があり、凹
凸面の創部にも容易に密着する特徴を有している。今回、鼓膜穿孔（欠損）部にアンダーレイ
した筋膜の外側面をPGAシートで被覆したところ、術後、筋膜は保持され、鼓膜再生が促進さ
れた。術後経過中にPGAシートが筋膜と融合しているようにみえたことから、PGAシートは、
鼓膜内側に位置する筋膜を外側に引き寄せて穿孔縁に密着させる効果があると示唆される。こ
のPGAシートの接着作用により、穿孔縁に筋膜の貼りしろの少ない場合でも、筋膜がズレたり
離れたりせずに、新生鼓膜の完成まで定位置に固定されたものと思われる。さらに、上皮化の
不良が原因と考えられる手術治療の不成功例においても、鼓膜再生が達成されたことから、
PGAシートは、筋膜表面を保護・補強する効果のみならず、鼓膜再生の足場環境をつくり上皮
化をmisdirectionすることなく正しい方向に促す効果も有すると考えられる。今回、PGAシート
を用いることにより、健全に鼓膜閉鎖されたことから、PGAシートは、筋膜を固定・補強し、
さらに筋膜表面に上皮化をガイダンスする働きを有すると考えられ、今後、鼓膜形成術におい
てフィブリン糊やジェルフォームに代わる有益な支持材料として期待される。
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T02-K1 テーマセッション２　Keynote lecture
原渕保明

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

ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）：診断と治療

原渕　保明
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）は ANCA関連血管炎によって生じる中耳炎で、その特徴は
①抗菌薬および鼓膜換気チューブが無効の難治性中耳炎を呈し、鼓室・乳突洞に貯留液または肉芽を認
める。②聴力では、進行する骨導域値の上昇を認める。③血清学的にはPR3-ANCAまたはMPO-ANCA
が陽性を示したものが80％程度ある。④中耳または乳突洞の生検では炎症性肉芽組織を認めるが、血管
炎または巨細胞などのANCA関連血管炎に特徴的所見を認めにくい。⑤顔面神経麻痺が40％、肥厚性硬
膜炎（下位脳神経症状）が25％程度認められる。⑥適切な治療を行わないと、進行し、全聾や脳底動脈
の血管炎によるクモ膜下出血に及ぶこともある。
早期診断、治療が重要であるが、初診時に他病変がなく、ANCAが同定されないことも多く、典型的
な病理所見も得られないことから、現行の多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、顕
微鏡的多発血管炎の診断基準を満たさない症例が多い。治療は、ステロイドを含めた免疫抑制療法が必
要であるが、診断がなされないため免疫抑制療法を開始できない、もしくは、現行の診断基準に当ては
まらないので膠原病内科などに相手にされないといったことが問題となっていた。このような背景か
ら、本疾患は2012年の日本耳科学会のシンポジウムにとりあげられ、診断基準（案）も同時に提唱され
た。また、2013年、日本耳科学会にANCA関連血管炎性中耳炎全国調査ワーキンググループ
（OMAAV-WG）が発足し、グループ内での90症例を集積し、議論が積み重ねられ、診断基準（案）の
ブラッシュアップが行われた。さらなる大規模なスタディーとして、2014年に全国の耳鼻咽喉科を対象
とした調査がなされ、297例の症例をもとに本疾患の病態がさらに明らかにされ、2015年に最終の診断
基準が提案されている（表）。



テーマセッション２　Keynote lecture
松原 篤

昭和62年3月  弘前大学医学部卒業
平成5年3月  弘前大学医学部大学院（耳鼻咽喉科学）修了
平成10年4月  弘前大学医学部講師
平成13年10月  弘前大学医学部助教授
平成19年4月  弘前大学大学院医学研究科准教授
平成26年8月  弘前大学大学院医学研究科教授

好酸球性中耳炎の診断と治療

松原　　篤
弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座

「はじめに」
好酸球性中耳炎は、富岡（松谷）らが1992年の日本耳科学会において「気管支喘息における難治性中耳炎」の
タイトルで症例を発表したことに遡る。その後、1995年に中耳病態の形成には好酸球が重要な役割を果たしてい
るとの考えから、松谷が名付けた「好酸球性中耳炎（eosinophilic otitis media：EOM）」の名称が広く使われる
ようになった。その後、5名のメンバーからなるEOM Study Groupが結成されて診断基準の作成が行われ、2011
年に138症例の臨床的特徴から、1つの大項目と4つの小項目からなる診断基準が公表されて広く使用されるよう
になった。
「病態」

EOMの最大の特徴は、好酸球浸潤が著明なニカワ状の中耳貯留液の存在であり、気管支喘息や好酸球性副鼻
腔炎といった上下気道の好酸球性炎症に続発して発症する。その発症には耳管機能が重要視されており、好酸球
性炎症を惹起する物質が耳管を経由して容易に中耳に侵入するような状態において、耳管から中耳粘膜にかけて
好酸球性炎症に関わる種々のサイトカインやケモカインが産生され、中耳の好酸球性炎症を形成すると考えられ
ている。実際に中耳貯留液には IL-5や、真菌やブドウ球菌に対する特異的 IgE抗体の存在が報告されており、中
耳粘膜には好酸球遊走に関わるEotaxinや、アレルギー疾患の憎悪に深く関与するPeriostinの存在も明らかにさ
れている。

EOMでは、治療が奏功しない場合には高率に感音難聴が進行することが明らかにされているが、その内耳病
態については未解明の部分が多い。しかし、モデル動物を用いた研究により、内耳でも好酸球性炎症が惹起され
てコルチ器や血管条の障害を起こすことが示唆されており、難聴の病態解明につながることが期待されている。
「診断」
難治性中耳炎の中でもEOMは比較的頻度の高い疾患である。気管支喘息や好酸球性副鼻腔炎を合併する患者

において、治りにくい滲出性中耳炎や抗菌薬の投与でも改善しない慢性中耳炎に遭遇した場合には、EOMを考
慮して中耳貯留液の好酸球浸潤をチェックする必要がある。好酸球優位な所見が得られれば、診断基準の大項目
「好酸球優位な中耳貯留液が存在する滲出性中耳炎または慢性中耳炎」を満たす。他に小項目として、1）ニカワ
状の中耳貯留液、2）中耳炎に対する従来の治療に抵抗、3）気管支喘息の合併、4）鼻茸の合併のうちの二項目
以上を満たせばEOMの確定診断となる。また、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症と好酸球増多症候群は除外診断
とされている。近年では難治性中耳炎のひとつとしてANCA関連血管炎性中耳炎も注目されており、鑑別診断
に注意を払う必要がある。
「治療」
局所治療薬としての第一選択薬はステロイドであり、病型や重症度からリン酸ベタメタゾンの点耳薬やトリア
ムシノロンアセトニドの鼓室注入が行われる。その他、ニカワ状の貯留液除去にはヘパリン製剤も有効である。
また、耳管咽頭口への対応として鼻噴霧用ステロイドの併用が重要である。また、気管支喘息のコントロールが
不良例には、呼吸器内科と相談して吸入ステロイドの増量も検討する必要がある。
全身治療薬としては、内服薬として抗LT薬やPDE阻害薬、好酸球性抑制効果の期待できる第2世代抗ヒスタミ

ン薬、抗PGD2・TXA2薬などから2〜3種を併用するが、感音難聴の進行時、血中好酸球数の著明な上昇時など
では、内服のステロイドを併用する。また、気管支喘息に対する分子標的薬である抗 IgE抗体も、好酸球性中耳
炎治療に有効とされているが、適応は難治性の気管支喘息に限られるのが現状である。
「おわりに」
好酸球性中耳炎の命名から約20年がたち、その病態が徐々に明らかにされつつある。早期診断を行い的確な治

療を行うことにより難聴進行のリスクも回避できるようになってきた。本セッションでは、好酸球性中耳炎を含
めた難治性中耳炎の病態や診断、治療について新たな知見が得られることを期待したい。
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OMAAVの鼓膜所見の検討

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

【はじめに】
ANCA関連血管炎性中耳炎（Otitis media with ANCA associated vasculitis: 以下OMAAV）は、難治
性中耳炎で発症するANCA関連血管炎である。ANCA関連血管炎は再燃が多いことが知られているが、
OMAAVも全国調査の結果から43%に再燃が認められた。そのため、長期にわたる経過観察が必要であ
るが、活動性は主に血液検査を指標としCRPやANCAの上昇がみられ、血管炎に関連した症状が出現し
た場合に血管炎の再燃を疑う。しかし、耳症状のみで他に障害臓器がない場合は、血液検査所見の悪化
は軽微で、再燃の早期発見が難しい。OMAAVでは進行性の混合性あるいは感音難聴が問題とされる場
合が多いが、その基本は中耳炎であり、血液所見や骨導聴力の悪化前に鼓膜所見に変化が見られる可能
性が考えられる。
そこで、本研究ではまず初診時の鼓膜写真を検討しOMAAVに特異的な鼓膜所見を検討した。つい

で、再燃した2例における鼓膜所見、聴力、血液検査の結果を検討し、OMAAV再燃診断における鼓膜
所見評価の有用性について検討した。
【対象】
当科で治療したOMAAV症例33例のうち、初診時の鼓膜写真が確認できた17例を対象とした。年齢は

41から81歳（中央値70歳）、性別は男性5例、女性12例、両側例14例、片側例3例の計17例31耳となっ
た。検討項目は、初診時の鼓膜写真において、鼓膜緊張部の肥厚、血管拡張、鼓膜輪が不明瞭な高度の
外耳道の腫脹の有無とした。
【結果】
全31耳中、鼓膜緊張部の肥厚は21耳、血管拡張は22耳、高度の外耳道肥厚は13耳に認めた。なお、肉
芽組織を認めたものは1耳のみであった。これらの所見は治療経過中に聴力の改善とともに軽快するた
め、本疾患による鼓膜所見の変化と考えられた。以下に鼓膜所見の変化が治療経過中に捉えられた2例
について報告する。
【症例1】

68歳女性。数か月前から反復性滲出性中耳炎あり、CRP 1.4mg/dl、MPO-ANCA 62.2U/mlと上昇あ
り、他臓器障害はなく、OMAAVとして、PSL 40mgから治療開始、聴力は改善した。治療開始後8か
月時にはPSL10mg AZP50mgの維持量となった。治療開始1年6か月後、右鼓膜の肥厚充血がみられ、5
〜20dBの右気骨導差が出現した。肺障害、腎障害はみられなかったが下肢のしびれがあり、MPO-
ANCA 3.2 U/ml、CRP 0.97 mg/dlと上昇がみられた。OMAAV再燃としてPSL45 mgへ増量、IVCY
400mg×6コース施行、右聴力、鼓膜所見は改善した。再治療開始後12か月経過PSL22mg、MTX 8mg/
週 で維持治療継続しているが、再燃なく経過良好である。
【症例2】

68歳女性。1年前に右難聴、めまいで発症し右突発性難聴の診断でステロイド治療を受けたが聴力は
改善しなかったが、右外耳道の肥厚、難治性耳漏あり、OMAAVが疑われ当科紹介となった。当科初診
時、MPO-ANCA、PR3-ANCAともに陰性であり、肺、腎障害、肥厚性硬膜炎もなく、経過観察されて
いた。初診から5か月後に、左鼓膜の肥厚、血管の怒張がみられたが、聴力低下はなかった。その１か
月後、左鼓膜所見の悪化とともに難聴の自覚が出現、聴力検査では、約20dBの気道聴力悪化を認め
た。MPO-ANCA 4.3U/ml、CRP 0.64mg/dlと上昇あり、頭部造影MRIにて右中頭蓋窩に肥厚性硬膜炎
を認めた。肺、腎障害はなくOMAAVとして、PSL40mgから治療開始し、聴力、鼓膜所見ともに改善
した。治療開始後、2年8か月経過し、PSL10mg 、AZP50mgで維持中であるが、再燃はなく経過良好で
ある。
【考察】

ANCA関連血管炎の診断に際しては、血清ANCA陽性の上昇、上気道症状の他に肺障害、腎障害など
の他臓器障害の存在が重要である。しかし、実際には他臓器障害がなく、耳所見のみの例も存在し、こ
のような場合、経過観察に際して、耳所見が非常に重要である。
今回、病勢の悪化を鼓膜所見の変化として捉えられた2例では、軽度の難聴悪化と軽度のCRP上昇と

連動していた。またこれらの所見は、治療開始後改善がみられた。以上より、鼓膜所見の変化は再燃の
徴候を早期に発見する一手段になりうるのではないかと考えられた。膠原病内科医とともに治療、経過
観察をする場合は、鼓膜所見の変化を見逃さないことは耳鼻咽喉科医にとって極めて重要であると思わ
れた。
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ANCA関連血管炎性中耳炎の治療後聴力経過と予後
─突発性難聴との比較検討─

立山　香織、平野　　隆、渡辺　哲生、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】　突発性難聴とANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）は、いずれも難聴を主訴と
し骨導閾値上昇を認める難治性疾患である。両者の臨床経過や治療は異なるものの、副腎皮質
ステロイドの全身投与を行う点は共通し、経過中の聴力は、治療効果判定及び予後判定に重要
である。過去の報告で、突発性難聴は治療開始後7日以内の聴力回復傾向によって聴力予後予測
が可能と考えられているが、OMAAVにおいては検討されていない。治療開始後、どの時点で
聴力が改善し、予後と関連するのか、当科を受診した突発性難聴及びOMAAVの聴力経過を用
いて比較検討した。
【対象と方法】　対象は当科を受診したANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV群）14例24耳と、
年齢及び初診時の聴力重症度Gradeをマッチさせた突発性難聴（突難群）18例18耳とした。各群
の初診時の聴力重症度、治療開始後１週間、1ヶ月、3ヶ月目の聴力を検討した。各時点の治療
効果を、厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班（1984年）の判定基準を用いて判定した。
【結果】　OMAAV群の年齢及び性別は、中央値70歳（39-83歳）、女性18例（75%）、男性6例
で、高齢女性に多い傾向にあった。初診時の聴力gradeはgrade1が1例（4%）、grade2が3例
（13%）、grade3が12例（50%）、grade4で8例（33%）であり、grade3、4の重症例が全体の83%
を占めた。年齢、聴力gradeを合わせた18例18耳の突難群、及びOMAAV群の患者背景を表1に
示した。症状出現から治療開始までの期間はOMAAV群で平均5.4ヶ月、中央値4ヶ月（1-14ヶ
月）、突難群では平均6.8日、中央値5日（1-46日）であった。各群の１週間、１ヶ月、3ヶ月の聴
力改善率（治癒・著明回復に至った症例の割合）を図1に示した。3ヶ月時に治癒・著明回復に
至った症例のうち、約半数の症例で1週間までに、約7割の症例で1ヶ月目までに聴力改善を認
め、3ヶ月以降、聴力の改善を認めた症例は存在しなかった。また、両群で、最終聴力が治癒・
著明回復に至った症例は、治療1週間までに10dB以上の聴力改善を認めた症例が有意に多かっ
た。
【考察】　両群で病態、治療開始までの期間は異なるものの、同様の改善経過が認められた。3
ヶ月時の聴力改善率はOMAAV群でやや劣るものの、有意差はなく全体で約6割の改善率であっ
た。OMAAVでは聴力治療経過が重要な指標となり、突発性難聴と同様に、早期の治療に対す
る反応が聴力予後に関わると考えられた。
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喘息の吸入療法強化が好酸球性中耳炎へ与える影響について

瀬尾友佳子 1、野中　　学 1、小野英莉香 1、服部　　藍 2、吉原　俊雄 1

1東京女子医科大学　耳鼻咽喉科、2がん・感染症センター都立駒込病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】好酸球性中耳炎（EOM）は難治性の中耳炎で、その約90％に気管支喘息（BA）を
合併し、BAの約10％にEOMを合併する。さらにBAが重症であるほどEOMを発症しやすく、
EOMとBAはアレルギー性鼻炎とBAと同様にone airway, one diseaseの関係にあると考えられ
る。アレルギー性鼻炎とBAでは、BAに対する吸入療法を強化するとアレルギー性鼻炎が軽症
化すると報告されている。
【目的】難治性のEOM患者では、喘息に対する治療が不十分である場合が多く存在する。我々
は、EOMを発症しているBA患者のBAに対する吸入療法を適切に強化することが、EOMにどの
ような影響を及ぼすのかを検討した。
【対象】対象は、16名のBAを合併しているEOM患者であった。対象者をBAに対する吸入療法
を強化する強化群と、強化しない非強化群に分けた。全例、呼吸器内科医がアレルギーガイド
ラインにより、喘息のコントロールが不十分と判断した症例であった。
【方法】両群とも初診時既に吸入ステロイド薬を使用していた。強化群では初診時と吸入薬を強
化した1年後で，非強化群では初診時既に行っていた吸入薬を継続し、初診時と１年後の自覚症
状、耳内所見、血中好酸球数、側頭骨CTスコア、純音聴力検査、呼吸機能検査を比較検討し
た。
【結果】強化群では、自覚症状、耳内所見、血中好酸球数、側頭骨CTスコア、気導聴力、呼吸
機能（肺活量、一秒量、予測一秒率）が吸入療法強化後で統計学的有意に改善を認めた。非強
化群では、自覚症状、耳内所見、血中好酸球数、側頭骨CTスコア、呼吸機能において改善は認
められなかったが、気導聴力においては、１年後で有意に増悪した。骨導聴力においては、両
群ともに有意差は認められなかった。
【結論】喘息患者においては、吸入ステロイド薬など喘息治療を行っていても、コントロールが
不十分であることがしばしばある。そのため難治化するEOMにおいて、呼吸器内科医の協力の
もと、BAに対する治療が適切に行われているか検討し、不十分な場合、吸入療法を適切に強化
することは、EOMを治療するうえで重要と考えられた。
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好酸球性中耳炎における内耳への好酸球浸潤のメカニズム
─モデル動物を用いた検討─

工藤　直美 1、西沢　尚徳 2、三浦　智也 3、松原　　篤 1

1弘前大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉科学講座、
2青森県立中央病院　耳鼻咽喉科　頭頸部外科、3大館市立総合病院　耳鼻咽喉科

はじめに
好酸球性中耳炎は、好酸球に富む粘稠な中耳貯留液を特徴とする難治性中耳炎である。本疾

患においては、適切な治療が行われないと感音難聴が進行することが明らかとなっており、聾
にいたった症例も経験されている。感音難聴の原因を究明し、その的確な治療を行うために
は、内耳病態の詳細な解明が望まれるが、臨床症例を用いた研究には倫理的な限界がある。そ
こで本研究では、中耳に著明に好酸球が浸潤したモデル動物を用いて、好酸球遊走因子である
EotaxinとRANTESについて、免疫組織学的な検討を行ったので報告する。
対象と方法
卵白アルブミン（以下OVA）を刺激抗原として用いた。腹腔内投与による全身感作の後、右

鼓室内に経鼓膜的にOVAを連日投与し、好酸球性中耳炎モデル動物を作成した。左鼓室内には
生理食塩水を投与し、コントロールとした。投与日数により7日間刺激、14日間刺激、28日間刺
激の3群とした。それぞれ、OVA最終投与日に側頭骨を摘出し、それらの標本に対し、HE染色
による組織学的検討、および抗Eotaxin抗体、抗RANTES抗体を用いて免疫組織学的な検討を行
った。統計学的解析としては、中耳粘膜における各々の陽性細胞数を、一検体当たり5カ所で計
数し、単位面積0.01mm2あたりの平均値として算出した。結果組織学的な検討では、7日間OVA
刺激を行ったモデルにおいて、ごく少数ながら鼓室階に好酸球の浸潤が観察された。14日間、
28日間とOVA刺激の期間が長くなるほど鼓室階に浸潤する好酸球は増加し、28日間刺激を行っ
たモデルではコルチ器や血管条および基底板の形態学的破壊も伴っていた。免疫組織学的検討
では、7日間刺激側、14日間刺激側の中耳粘膜におけるEotaxin、RANTES陽性細胞数は、コン
トロール側に比し有意に増加していた。さらに、7日間刺激側と14日間刺激側との比較では、
Eotaxin、RANTESともに14日間刺激側において有意に陽性細胞数が増加していた。一方で、14
日間刺激側と28日間刺激側の比較では、Eotaxin、RANTESともに、陽性細胞数に有意な差は認
められなかった。内耳の鼓室階においては明らかなEotaxin、RANTESの陽性所見は認められな
かった。
考察

OVA刺激の期間が長くなるにつれて内耳への好酸球浸潤、内耳構造の破壊が顕著となり、中
耳粘膜におけるEotaxinとRANTESの発現もそれに伴い増加していた。しかし、Eotaxinと
RANTESの陽性細胞数は、14日刺激までは有意に増加したが、14日刺激側と28日刺激側を比較
すると有意な増加は見られなかった。われわれの検討では、中耳粘膜における好酸球浸潤は7日
間刺激ではコントロール側と有意差はみられないものの、14日間刺激以降では、コントロール
側よりも有意に増加し、さらに14日間刺激よりも28日間刺激で好酸球数が有意に増加してい
た。このことから、抗原刺激によって、まずEotaxinやRANTES陽性の細胞が出現し、好酸球遊
走に関与することが考えられる。その増加は14日間ごろまでをピークとして、その後は持続的
にこれらの好酸球遊走因子が分泌されることで、さらなる好酸球遊走が促されている可能性が
示唆された。
一方、鼓室階ではEotaxinやRANTESの陽性所見は認められなかったにもかかわらず7日間

OVA刺激を行ったモデルで好酸球浸潤が認められている。現状において詳細なメカニズムは不
明であるが、蝸牛の形態がほとんど正常に維持されていることから、中耳粘膜から分泌された
EotaxinやRANTESが正円窓膜を通過して鼓室階に移行し、好酸球浸潤に関与した可能性が考え
られた。
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テーマセッション３　Keynote lecture
羽藤直人

平成元年３月 愛媛大学医学部医学科卒業
平成8年3月 医学博士（愛媛大学）の学位授与
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

聴力改善を追求した鼓室形成術

羽藤　直人
愛媛大学医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

鼓室形成術は手術手技や支援機器の進歩に伴い、その目的が「病変の除去や再発の防止」から、「より良い聴
力改善」に移行してきている。聴力改善を追求するには、中耳伝音の仕組みと特性を良く理解し、症例に応じた
最適な伝音再建術式を選択する必要がある。このKeynote Lectureではアンプとしての外耳道、マイクとしての
鼓膜、トランスミッターとしての耳小骨、それぞれの役割を、ご遺体側頭骨での振動様式を基に解説する。さら
に、理想の鼓室形成術の考え方と手技を、手術VTRを交え紹介したい。
1）アンプとしての外耳道
鼓膜を含めた外耳道は、その形態からアンプとして機能しており、２〜４kHzを中心に10dB以上の利得をも

たらしている。十分な利得には、円柱状の外耳道形態が重要で、外耳道後壁削除により変形が生じると、共鳴に
よる利得は軽減され低音域にシフトする。よって、聴力改善の追及には、外耳道保存術式が基本となる。
2）マイクとしての鼓膜　―軟骨鼓膜形成の方法―
鼓膜の振動様式は周波数により大きく異なり、高音域では位相差のある分割振動（図１）となるため、ツチ骨

への伝音効率は不良となる。近年、鼓膜形成の材料として軟骨が評価されているが、軟骨による鼓膜形成術は、
高音域の鼓膜伝音特性を改善できる利点がある。伝音効率にこだわった、軟骨を用いた鼓膜形成法の要点を列挙
する。
①　軟骨の厚さ、大きさ
軟骨スライサー等を用いて0.5mm以下の厚さに薄切する。軟骨による鼓膜形成では、大部分の鼓膜を除去し、
鼓膜全体を大きめの軟骨で形成する。ただし鼓膜輪は残し、軟骨鼓膜の可動性を確保する。部分的に正常鼓膜が
残ると可動性が損なわれる。大きな軟骨を使用することで鼓膜全体がたわみ、高周波帯域の伝音特性が良好とな
る。
②　軟骨とツチ骨の接着
ツチ骨を残して鼓膜形成を行う際、鼓膜の振動がツチ骨に伝わることが重要である。軟骨片に切り込みやV字
切除を行い、ツチ骨柄に密にフィブリン糊で接着させる。
3）トランスミッターとしての耳小骨
鼓膜を含めた中耳は、低インピーダンスの外耳（空気）から、高インピーダンスの内耳（リンパ液）へ振動を

うまく伝える役割を持つ。耳小骨の振動は低周波では回転軸を中心としたテコ状、高周波では耳小骨関節、特に
ツチ・キヌタ関節の滑りにより、逆向き振動が生じる（図１）。言い換えれば、耳小骨は内耳からの反射エネル
ギーを吸収する、ショックアブソーバーとしての機能も持ち、全周波数で良好な歪の少ない伝音特性を有する。
こうした役割は、鼓室形成術Ⅲ型やⅣ型では損なわれるため、Ⅰ型により３つの耳小骨の機能を保持することが
重要である。
4）理想の鼓室形成術
上記より、理想の鼓室形成術は、「外耳道保存による鼓室形成術Ⅰ型」である。言い換えれば、病変が進行す

る前の早期手術が、聴力改善を追求した鼓室形成術には肝要であることを、ご理解いただければ幸いである。
付図説明
図１　鼓膜、中耳の動きは周波数により大きく異なる。

T03-K1



テーマセッション３　Keynote lecture
Måns Magnusson

Måns Magnusson was born 1954. He attended the medical school of the Lund University in Lund
Sweden and in otorhinolaryngology. He presented his PhD thesis in 1986, which was awarded the
prize for the best thesis of the medical faculty of the year. In 1987 he became approved specialist.
In 1988 he was made associate professor. In 1992 he became consultant and in 1996 senior con-
sultant in ENT. In 1997 he was promoted to a side chair professorship of Otolaryngology and in
1999 to full professor. Since 1999 he is chairman of the division of ORL at the Lund University and
University hospital in Sweden. 

His main interests are otoneurology and otology, and teaching in ORL. He has introduced or been developing low dose gen-
tamicin treatment, oval window approach gentamicin, PREHAB in vestibular schwannoma treatment. He has studied dy-
namics of postural control and cervical contribution to balance and treatments of Meniereʼs disease and vestibulopathy. He
engages in dizzy patients as well as otosurgery and otoneurosurgery. 

Cholesteatoma surgery based on the ‘canal wall down and up’

Måns Magnusson
Division of ORL, Lund University and University hospital

The discharging ear with a somewhat larger cholesteatoma remains an otologic surgical prob-
lem. For many years there was a vivid, not to say animated debate between the followers of
the canal wall down and the canal wall up techniques. While the smaller restricted cholestatomas
would be approachable with the technique preferred by the surgeon, the extended ones always
introduced a compromise between preservation of structures with better chance of restoring
hearing and radical extirpation with less risk of residual cholesteatomas. All oto surgeons are
aware of this problem and the trade off between creating a wide accessability with a racial
cavity but making the patient a ‘cavity cripple’, and preserving the canal wall to the prize of
less visibility of all areas and higher risk of residuals. Therefore most surgeons have repertoire
of both closed, canal wall up and cavity techniques. This is also what is used in Scandinavia.

However, in our facility we have performed surgery of the Palva or Palva-Mercke technique
since the late 1970s. It consist of a removal the canal wall early in the process but re-implanting
it together with a obliteration of the mastoid cavity and the attic with bone pate and some cases
bioactive glass after extirpation of the cholesteatoma. This procedure allows a wide access to
the middle ear during surgery, but then reconstructing the ear canal at the end of the operation.
This strategy allows us, in many cases to have the better of the both classes of approaches and
is the standard approach if possible in most cases. Although requiring longer operations time
for the reconstruction, it may reduce the number of reoccurrences and allowing a better chance
for restored hearing and avoiding a cavity for many patients. 
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テーマセッション３　Keynote lecture
Professor Thomas Somers, MD,PhD

1) Adjunct head of the European Institute for ORL, Sint-Augustinus Hospital, Antwerp, Belgium
2) Associate Professor at the ENT dept of the University Hospital Saint-Luc in Brussels, Belgium
His special fields of interest are: middle ear surgery, skull base surgery, atresia/ear reconstructive
surgery, middle ear implants, cochlear and brainstem implants.
He is a member of many international societies: Politzer, European Academy of Otology and Neu-
rotology (treasurer), Belgian and French ENT society, American society.
Faculty member at surgical courses in Antwerp, Nijmegen, Paris, Malaga, Moscou, Bangkok.
Family: 4 children. Hobbies: golf, artexhibitions

Bony obliteration technique and tympanoplasty using cartilage for
cholesteatoma

Thomas Somers
European Institute for ORL, Sint-Augustinus Hospital, Antwerp, Belgium

Since the last 15 years we have used the Canal Wall Up Bony Obliteration Technique (CWU-
BOT) in 87% of our cholesteatoma cases. BOT preserves the bony CW and closes the tympano-
attical barrier and posterior tympanotomy with sculpted cortical bone. After removal of all
diseased soft tissue and bone, the antro-attico-mastoid space is completely obliterated with
healthy bone pâté. The ME is reconstructed with a composite cartilage-perichondrium graft for
the tympanic membrane and with a remodelled allograft incus or malleus, or with a titanium
TORP or PORP prosthesis. The CWU-BOT combines the advantages and avoids the disadvan-
tages of both the CWU and CWD technique. For us this solves the old debate of CWU versus
CWD techniques in cholesteatoma management. The suppression of the paratympanic cell sys-
tem by complete bony obliteration seems to favourably influence the behaviour of the biologically
unstable middle ear and its mucosal lining. The careful reconstruction of a solid bony partition
between the mastoid and attic space on the one hand and the ear canal and tympanic cavity on
the other hand seems to limit the effect of the pathological biological behaviour of the canal
skin. As a consequence, long term recurrence rates have dropped significantly in our series, as
will be shown by the results.  The use of non-EP DW MRI as a screening tool for residual disease
has obviated the need for routine second stage surgery and provides long term safety. The
BOT technique is now also routinely used to reconstruct unstable CWD ears.
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術後外耳道後壁陥凹に対する当科の対応

矢間　敬章 1、國本　泰臣 1、久家　純子 1、長谷川賢作 2、竹内　裕美 1

1鳥取大学　医学部　感覚運動医学講座　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、
2日本医科大学千葉北総病院　耳鼻咽喉科

当科の真珠腫に対する鼓室形成術は、通常の耳後切開から骨膜切開により外耳道の剥離を行
い、真珠腫を清掃するための視野が確保できるのに必要な部分だけ外耳道後壁を削開し、遺残
がないように清掃を行い、薄切軟骨を利用して上鼓室側壁・外耳道後壁を再建する。しかし、
再建軟骨のずれにより形成された隙間から、時として種々の陥凹を生じたり、後方への陥凹が
全体的に増強することがある。陥凹が強い場合は、中耳根本術後にみられるcavity problem様の
合併症が生じたり、真珠腫を形成することがあり、患者負担が解消できない。これに対して
我々は、術後形態に応じて再建軟骨の裏打ちとして骨パテおよび皮質骨を使用し、後方への陥
凹を予防している。進展度の広いものや含気不良であった症例は段階手術にすることが多く、2
回目以降の手術で遺残がないことを確認した上で、含気不良や陥凹形成が見られたものに対
し、皮質骨の支えを利用した後壁再建を行っている。
今回我々は自験例をretrospectiveに集計して陥凹や真珠腫再発、通院状況について検討し

た。対象は2006年6月1日から2015年5月31日までの間に初回手術を当科で行い、術後1年以上経
過観察が可能であった中耳および外耳道真珠腫症例のうち、上述の後壁再建を行った40症例で
ある。底部が観察出来ないほど外耳道後壁が陥凹を起こした症例はみられなかった。痂皮・耳
垢の貯留や付着のために、定期的に清掃除去するため通院が必要になった症例は9例（22.3%）
であった。真珠腫の再形成性再発を3例（0.8%）に認めており、さらなる改善も必要であると考
えられた。
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浅在化鼓膜症に対する軟骨接合型Long PORPを
用いた鼓室形成術

古川　正幸、岡田　弘子、池田　勝久
順天堂大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座

【はじめに】浅在化鼓膜症に対する耳手術の手術コンセプトは浅在化した鼓膜を内側に戻すこと
によりツチ骨柄または残存耳小骨やコルメラとの接合不全を是正することであった。1.Segal et
al. Surgical correction of lateralized eardrum. J.Laryngol Otol. 1981.2.Sperling and Kay. Diagnosis
and Management of the lateralized tympanic membrane. Laryngoscope. 2000.3.Ryan and Dorn-
hoffer. Surgical correction of the lateralized tympanic membrane. Laryngoscope. 2002.当科の手
術コンセプトは浅在化した鼓膜を内側に戻すことなく残存耳小骨との接合不全を是正すること
である。
【対象と方法】コルメラとして通常使用しているPORP（7.2 mm）より4.3mm 長いLong PORP
（11.5 mm）を使用した。対象は7術後耳であった。
【結果】浅在化鼓膜症に対してTympanoplasty IIIc with Long PORP-C を行った。1年以上経過
を追えた7耳にて日本耳科学会判定基準では成功率100%、術後気骨導差20dB 以内は57.1％、
30dB以内は100.0％であった。
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テーマセッション４　Keynote lecture
北尻真一郎

1996年3月 岡山大学医学部卒業
1997年5月 公立豊岡病院
2001年4月 京都大学大学院医学研究科
2005年4月 米国立衛生研究所（NIH/NIDCD）
2008年10月 京都大学医学部附属病院

変異DIA1によるヒト遺伝性難聴DFNA1の病態解明

北尻真一郎
京都大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

DIAPH1はヒト遺伝性難聴のひとつDFNA1の原因遺伝子である。その遺伝子産物はヒトDIA1とよば
れ、これはアクチン繊維を伸張させる働きをもつ。そのN末端側にはDIDドメイン（diaphanous in-
hibitory domain）、C末端側にはDADドメイン（diaphanous autoregulatory domain）が存在し、これ
らが結合する事によりDIA1の活性が低下し適切に制御される。

DIA1の内耳における機能を解析すべく、そのノックアウトマウスを観察したが、内耳形態および聴
力とも正常であった。つまりDFNA1の病態はDIA1欠損ではなく、変異DIA1に何らかの機能が付加さ
れていると考えられた。
今回我々は、新規のDIAPH1変異（c.3610C>T, p.R1204X）を同定した。これはDADドメインが中途
で途切れるものである。この途切れたDADドメインはDIDドメインとの結合能がそがれ、その結果
DIA1は常に活性化された状態になった。これによりアクチンの伸張運動が促進され、また微絨毛が延
長した。

DFNA1患者ではこのR1204X変異体が発現していると考えられるため、その病態を再現するため
R1204Xを強制発現するトランスジェニックマウスを作製した。このマウスは進行性難聴を示し、基底
回転から外有毛細胞を中心に傷害され、不動毛の様々な形態異常（短縮、癒合、延長、まばらに、な
ど）が観察された。以上より、強すぎるDIA1の活性はアクチン制御を乱し、有毛細胞傷害を起こすこ
とが示された。

以上、よく似た用語が並ぶため、以下にまとめる。
DIA1：本演題の標的分子。アクチンを伸張させる。
DIDドメイン：DIA1のN末端側に存在する。下記のDADと結合することで、DIA1の活性は低下す

る。
DADドメイン：DIA1のC末端側に存在する。上記のDIDと結合する。
DIAPH1：ヒト遺伝難聴DFNA1の原因遺伝子。その産物がDIA1である。
図）DIA1構造の模式図。N末側にDIDドメイン、C末側にDADドメインが存在し、これらが結合するこ
とでDIA1活性が制御される。今回同定した変異はp.R1204Xである。M1190Dは培養細胞実験で、恒常
活性型と報告されている変異である。p.A1212VfsX22は、DFNA1難聴の原因としてこれまで唯一報告
されている変異である。
GBD; GTPase-binding domain, FH1 and FH2; formin homology domain 1 and 2.
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テーマセッション４　Keynote lecture
Ole P. Ottersen

Ole Petter Ottersen MD, PhD is Professor of Medicine and since 2009 the Rector (President) of the
University of Oslo, Norway. From 2013 to 2015 he was Chair of the board of The Norwegian Asso-
ciation of Higher Education Institutions (UHR).

Ottersen was Dean of Science at the Medical Faculty, University of Oslo, from 2000 to 2002. In 2002
he was appointed Director of the Centre for Molecular Biology and Neuroscience, a Centre of Excel-
lence sponsored by the Research Council of Norway.

Professor Ottersen has been a partner and coordinator of several projects under the EU framework program and served as
Advanced Grants panel leader in the European Research Council (ERC) 2008-2012. He is currently Chair of the Kavli Prize
Committee (Neuroscience).

From 2006 to 2009, Ottersen was Chief Editor of Neuroscience - the journal of the International Brain Research Organization
(IBRO). Ottersen has received several international awards for his research on brain function and disease. He chaired the
Lancet-University of Oslo Commission on Global Governance for Health whose report was launched in 2014.

Glutamate-glutamine cycle: Central nervous system vs. inner ear

Ole P. Ottersen
University of Oslo

The amino acid glutamate plays a key role in neuronal signalling and is the likely transmitter
candidate of inner hair cells (IHCs) of the organ of Corti (OC). A fundamental question in basic
research is how glutamate is synthesized and replenished so as to maintain transmission and
avoid cell damage through excitotoxicity. This lecture will address this question and will discuss
similarities and differences between central synapses and the synapses of the inner ear. Like
central synapses, IHCs show an enrichment of glutamate and the glutamate synthesizing en-
zyme phosphate activated glutaminase (PAG), and are presynaptic to dendrites that express
high densities of AMPA glutamate receptors. Moreover, like central astrocytes, supporting cells
of the OC are immunopositive for the glutamate transporter EAAT1 and glutamine synthetase
(GS) – an enzyme that catalyzes the conversion of glutamate to glutamine. These findings concur
with biochemical and pharmacological data and indicate that glutamate is released by hair cells
and removed by uptake into the adjacent supporting cells. The presence of GS in the latter cells
is consistent with the idea that the carbon skeleton of glutamate is recycled to the hair cells in
the form of glutamine. Further, RT-PCR and immunofluorescence data indicate that system A
transporter 1 (SLC38A1), which is associated with neuronal glutamine transport and synthesis
of the neurotransmitters GABA and glutamate in CNS, is expressed in inner hair cells. The ex-
istence of a glutamate-glutamine cycle in the inner ear would mimic the situation in the CNS
and serve as an efficient system for the replenishment of transmitter glutamate in hair cells.
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両側進行性内耳性難聴の病態生理研究
〜疾患 iPS創薬の立場から〜

藤岡　正人 1、細谷　　誠 1,2、鈴木　法臣 1、大石　直樹 1、松崎佐栄子 1、小川　　郁 1

1慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2独立行政法人国立病院機構東京医療センター

慢性感音難聴は病態生理に基づいたエビデンスのある治療に乏しく、21世紀の耳科医に残さ
れた重要な研究課題である。我々は両側進行性難聴をパイプラインの中心に位置づけて疾患 iPS
創薬研究を精力的に展開してきている。内耳疾患の病態生理研究における最大のハードルは実
際の疾患細胞の生検が不可能なことにあるが、iPS細胞作成に代表されるリプログラミングの技
術は同様の問題点を抱える中枢神経系の創薬研究においてこの問題の一部を解決しつつあり、
感音難聴にも同様の疾患研究が期待される。すなわち患者細胞をソースとした疾患細胞の in
vitro研究によって、過去にマウスモデルでは説明できなかった現象を手がかりに未知の病態生
理を解明し、その中から新規治療標的を同定する作業が、現在の我々には求められているもの
と考える。本発表では、医学研究・産業展開の双方の視点から、内耳性難聴の病態生理研究に
ついて iPS細胞というキーワードをもとに現況を紐解くとともに、橋渡し研究を念頭に置いた際
の、疾患 iPS研究による非臨床POCの位置付けとそのピットフォールを論じる。議論に際して
は、当科における両側進行性内耳性難聴に対する疾患 iPS創薬研究の現状報告をもって、この具
体例とする。疾患 iPS研究とその臨床応用研究はここ数年で技術的にある程度成熟しつつあり、
規制当局の対応を含めた国レベルでの産業化の枠組み作りや、法規制、社会のコンセンサス作
りを行う時期にさしかかっている。リプログラミング技術が汎用化し身近な研究手法となった
現状において、多くの研究室・研究者が本発表をきっかけに iPS創薬にご興味を持っていただ
き、新たに研究を開始する、あるいは対象症例をコンサルトいただくきっかけとなれば幸いで
ある。
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選択的有毛細胞死が蝸牛神経に及ぼす影響について

栗岡　隆臣 1,2、水足　邦雄 1、塩谷　彰浩 1

1防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座、2ミシガン大学　クレスゲ聴覚研究所

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

れてきた。これらの動物モデルにおいて、その障害は蝸牛有毛細胞、シナプス、らせん神経節
細胞などを中心に蝸牛全体で観察され、さらに蝸牛神経核などの聴覚中枢にも退行性変化が及
ぶことはよく知られている。しかし、このような退行性変化が音響外傷や薬剤等によって直接
引き起こされる1次性変化なのか、それとも蝸牛有毛細胞死によって引き起こされる2次性変化
なのかについては、未だに明らかではない。そこで今回我々は、遺伝子改変マウスを用いて選
択的有毛細胞死が蝸牛神経に及ぼす影響について検討を行った。
【方法】
実験には3週齢のhuman diphtheria toxin receptor（DTR）マウスを使用した。DTRマウス

は、有毛細胞特異的なPou4f3をコードする領域にDTRを発現させた遺伝子改変マウスであり、
diphtheria toxin（DT）の全身投与によって、有毛細胞を特異的に細胞死に誘導することができ
る。このDTRマウスにDTを投与し、1〜2ヵ月後に蝸牛と脳幹を摘出して、以下の項目について
検討を行った。1）Glutamate receptor 2（GluR2）染色による後シナプスの評価、2）らせん神
経節細胞の密度と大きさ、3）骨らせん板内の神経線維密度と太さ、4）蝸牛神経のミエリン評
価、5）蝸牛神経核の細胞密度と大きさ、6）蝸牛神経核でのvesicular glutamate transporter-1
（VGLUT-1）の発現。さらに本モデルと音響外傷モデルの比較を目的として、DTRマウスにDT
を投与せずに、強大音（2-20 kHz, 120 dB SPL, 3 hours）を負荷し、同様の項目について評価を
行った。
【結果】

DT投与後1週間のDTRマウスはABR検査の100 dB SPLに無反応となり、投与後1ヵ月におい
てほぼすべての内、外有毛細胞が消失していた。GluR2の発現も有毛細胞死とともに消失した。
らせん神経節細胞密度は変化を認めなかったが、細胞の大きさは有意に縮小した。また、骨ら
せん板内における蝸牛神経線維の直径も縮小を認めた。ミエリン化の指標であるg-ratio及びミ
エリンの厚さについては有意な変化を認めなかった。蝸牛神経核においては、細胞密度に変化
は認めなかったが、細胞の大きさは有意に縮小を認めた。VGLUT-1の発現は不変であった。
【考察・まとめ】
選択的有毛細胞死が蝸牛神経、蝸牛神経核に及ぼす影響は音響外傷と比較して軽微であっ

た。また、神経のサイズ縮小を認めており、これは外界からの音刺激が中枢に入力されないこ
とに伴う萎縮性変化の1つと考えられた。一方、音響外傷においては、有毛細胞死が完全ではな
いにもかかわらず、シナプス、ミエリン、蝸牛神経核などで重度の退行性変化を認めた。以上
より、内耳障害における蝸牛神経及び聴覚中枢の退行性変化は、有毛細胞死が要因ではなく障
害そのものによる1次性変化であることが示唆された。
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Slc26a4機能不全に伴う血管条構造の変化

伊藤　　卓 1,2、西尾　綾子 2,3、喜多村　健 4

1土浦協同病院　耳鼻咽喉科、2米国国立衛生研究所、3東京都健康長寿センター　耳鼻咽喉科、
4茅ヶ崎中央病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】SLC26A4はペンドレッド症候群と前庭水管拡大を伴う感音難聴の原因遺伝子として
広く知られており、本遺伝子変異による難聴は本邦でも数多く報告されている。SLC26A4変異
による感音難聴は必ずしも高度難聴とは限らず、軽度から中等度難聴として発症することもあ
るが、その場合でも多くの場合変動や進行を繰り返しながら悪化する。それゆえに難聴進行の
メカニズムと病態生理を理解することは、本遺伝子による難聴進行の予防を研究するうえで大
変重要となる。我々は過去にドキシサイクリンが投与されている期間のみにSlc26a4発現が誘導
される、トランスジェニック・マウス（Slc26a4機能不全マウス）を用いた研究で、生後1ヵ月か
ら3ヵ月の期間に可逆性の変動性難聴が、9ヵ月以降の期間に不可逆性の進行性難聴が観察され
ることを報告した。この表現型から、Slc26a4機能不全マウスは、ヒトにおけるSLC26A4変異に
伴う難聴の有用なマウスモデルであると考えられた（Itoら、Neurobiology of Disease、2014
年）。さらに聴力の変動や低下が蝸牛内電位（endocochlear potential : EP）の変動や低下と関連
していること、生後3ヵ月までの期間では血管条中間細胞の機能障害が可逆性であることも報告
した。今回我々は、生後12ヵ月のSlc26a4機能不全マウスを用いて、難聴の進行に伴う血管条の
構造、および分子レベルの変化について検討した。
【方法】生後12ヵ月のSlc26a4機能不全マウスとSlc26a4の野生型アリルを持つコントロールマウ
スの血管条中間細胞と辺縁細胞の形態を観察する目的で、KCNJ10抗体とKCNQ1抗体を用いて
免疫染色で標識した。またそれぞれの蝸牛外側壁から、ｍRNAを抽出しマクロファージに発現
する遺伝子としてCd68、Lyz2、Cd45に注目し、それぞれに特異的なプライマーを用いて、
qPCRで定量した。
【結果と考察】Slc26a4機能不全マウスの血管条辺縁細胞では、コントロールマウスでみられるよ
うな規則性のある敷石状構造が観察されず、異常に拡大した細胞と縮小した細胞が混在した構
造をしていた。拡大した細胞ではKCNQ1発現が見られず、進行性難聴でみられるEPの低下には
血管条辺縁細胞が関連していると思われた。また、Slc26a4機能不全マウスの血管条内では大量
の色素沈着とCd68、Lyz2、Cd45の発現上昇が見られ、難聴の進行とともにマクロファージが増
えていることも確認された。これらことから、Slc26a4機能不全マウスにおける難聴の進行は血
管条辺縁細胞の変性に関連し、マクロファージの増生が何らかの影響を与えていることが示唆
された。
【まとめ】Slc26a4機能不全マウスの生後12ヵ月における血管条構造を観察した。血管条辺縁細胞
は規則性のある敷石状構造が保たれず、異常に拡大した細胞と縮小した細胞が混在した構造を
していた。また、難聴の進行に伴いマクロファージが増生していた。
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蝸牛の単一細胞トランスクリトーム解析プロトコールの開発

山本　典生 1、十名　洋介 1、中川　隆之 1、伊藤　壽一 2、大森　孝一 1

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

蝸牛の発生は複雑な過程をたどり、また、蝸牛は異なった性質をもつ様々な種類の細胞から
構成されるため、単一細胞レベルでの網羅的遺伝子発現解析が重要な役割を果たすと考えられ
る。単一細胞レベルでの解析を行うために、従来の報告では特定の細胞で蛍光物質は発現する
トランスジェニックマウスを用いて細胞のソーティングを行って目的の単一細胞を得ていた。
この手法は極めて効率的であるが、次の2点の理由から、生理的な遺伝子発現パターンを捉えら
れない可能性がある。１．蛍光物質を発現するためのトランスジーンがゲノムに挿入されるた
め、それらが挿入された部位の近傍のプロモーターやエンハンサーに影響を与える。また、ノ
ックインの場合、ハプロ不全のため、ターゲット遺伝子の発現パターンが変わってしまうこと
が起こりうる。２．細胞ソーティングの際に、単一細胞が高速に狭いソートチューブを通るた
め、細胞の変形が起こり、遺伝子発現パターンに変化が生じる。
これらの単一細胞採取の際の要因に加えて、単一細胞の遺伝子発現解析ではcDNA増幅におい
ても問題が生じうる。従来の増幅方法では、多量に発現している遺伝子と少量しか発現してい
ない遺伝子とでは増幅の効率が異なってしまい、正確な発現解析が困難である。
これらの従来の単一細胞遺伝子発現解析の欠点を補うため、我々は新たなプロトコールの確

立を試みた。発生期蝸牛から単一細胞を採取するために、蝸牛を採取したのち、Thermolysinを
用いて上皮と間質を分離、上皮部分をトリプシナイズし単一細胞に解離させる。単一細胞を直
径40 μmのガラスピペットを用いて採取し、mRNA抽出、cDNA合成、増幅をアダプターを用
いた低サイクル数のPCRをベースにしたプロトコール（Kurimoto et al, 2006）で行い、マイク
ロアレイによる網羅的遺伝子解析を行った。
ハウスキーピング遺伝子の検出を指標にした場合、増幅が成功していると確認できた細胞は

144個の採取細胞のうち、103個で、72％の増幅成功率であった。このうち、内耳感覚上皮前駆
細胞のマーカーであるSox2が多く発現している細胞からのサンプルは35個、Sox2が発現してい
ない細胞からのサンプルは68個であった。Sox2陽性細胞と陰性細胞とで遺伝子発現プロファイ
ルを比較したところ、従来内耳感覚上皮前駆細胞に発現するとされる遺伝子を検出することが
できた。
以上から、今回我々が用いたプロトコールは、蝸牛での単一細胞遺伝子発現解析に適したも

のであることが示唆された。
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テーマセッション５　Keynote lecture
中島崇博

平成9年宮崎医科大学医学部卒業、同年宮崎大学医学部耳鼻咽喉科入局。
県立宮崎病院、延岡病院、鹿児島市立病院等を経て平成26年宮崎大学助教、現在に至る。
専門分野は耳科手術一般、聴覚。

アブミ骨手術　病態から治療戦略まで
─とくに先天性アブミ骨固着について─

中島　崇博
宮崎大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

アブミ骨手術はアブミ骨底板固着を病態とする伝音難聴に対する聴力改善手術である。全国の施設で
手術が実施されており、当科でも耳内法、CO2レーザーを適宜併用したstapedotomyを基本術式として
施行している。対象疾患の多くは耳硬化症であるが、底板固着の病態はこのほかにも先天性アブミ骨固
着症などの非炎症性疾患や、鼓室硬化症、真珠腫性中耳炎、癒着性中耳炎などの炎症性疾患でも認めら
れる。本稿では先天性アブミ骨固着症を中心に、病態に応じたアブミ骨手術の術式選択について論ず
る。
中耳奇形は稀な疾患であるが、奇形のパターンは多彩であるため多様な術式が要求される。また顔面

神経走行異常や内耳奇形の合併は、手術実施自体を困難とする可能性がある。奇形症例における底板固
着あるいは前庭窓閉鎖の頻度は高く、自験例188耳のうち82耳（44％）に認めた。また最近20年の手術
例99耳でみると、57耳（58％）が底板固着あるいは前庭窓閉鎖で、そのうち32耳が複合奇形であった。
すなわち、中耳奇形症例においては半数近くが底板固着あるいは前庭窓閉鎖を伴い、その半分以上が他
の奇形を合併する複合奇形であった。このような症例では、キヌタ骨長脚の変形や欠損あるいはキヌタ
骨固着のため通常のピストン留置ができない、アブミ骨上部構造変形のため底板開窓が困難あるいは不
可能、内耳奇形でstapes gusherのリスクあり開窓不可など、多くの問題がある。近年の画像診断の進
歩により内耳奇形や顔面神経走行異常、耳小骨欠損や明らかな骨性癒合などは術前に情報が得られるよ
うになったが、それ以外の異常は鼓室試開により直接確かめねば確定しないことも多い。十分な術前評
価は言うまでもなく、多様な形態異常に対応できる手術準備が必要である。
アブミ骨固着を伴う症候群性難聴については長期予後を見据えた治療戦力が重要となる。ここでは

BOR症候群とNOG遺伝子変異について触れる。BOR症候群は鰓原性奇形、聴器奇形および腎・尿路奇
形を特徴とした、常染色体優性遺伝形式をとる疾患である。宮崎大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科で
これまでに18例を認め、8例10耳で聴力改善手術を施行した。中耳所見では6耳でツチ・キヌタ固着とア
ブミ骨固着を合併していた。また、その6耳全てで蝸牛低形成を認めた。伝音再建術はⅢ型、アブミ骨
手術などが施行されたが、型通りのアブミ骨手術が施行できたのはツチ・キヌタ固着のない2耳のみで
あった。成功例は3耳にとどまり、気骨導差が10dB以内になったものは1耳のみであった。固着を中心
とした複合奇形で内耳奇形も高率に合併しており、過去の報告同様成績は良くない。
遠視と指骨異常を伴う遺伝性難聴は常染色体優性遺伝形式をとり、NOG遺伝子変異が同定されてい

る。NOG遺伝子は骨調節因子に拮抗的に作用するnogginに関わる遺伝子で、関節形成などに関与す
る。自験例7耳は全てキヌタアブミ関節とアブミ骨底板固着を呈し、内耳奇形は認めなかった。船坂分
類ではmultifocalに分類されるが、術後成績は全例成功で、気骨導差10dB以内も5耳と良好であった。一
方、同家系でフォロー中の小児は徐々に伝音難聴が増悪している。NOG遺伝子変異に伴うアブミ骨固
着病態は固着の程度により異なる可能性も示唆され、若年性耳硬化症との鑑別という点でも興味深く、
遺伝子検査の有用性が示唆される。
近年の人工聴覚器の進歩は周知の通りであり、本邦においても人工中耳の保険適応が待たれている。

人工聴覚器という治療手段が増えたことにより、内耳奇形合併例のような、アブミ骨手術では内耳障害
が危惧されるため手術療法を躊躇していた症例への介入も可能になってきた。今後は伝音再建術の技術
向上とともに、人工聴覚器の適応を適切に判断できる耳科医としての専門性も要求される。
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テーマセッション５　Keynote lecture
Joachim Müllerʼs research interest focusʼ on reconstructive middle ear surgery and tympanoplasty

procedures, cochlear implants, i.e. binaural hearing with cochlear implants and computerized doc-
umentation systems for ear surgery. In his PhD thesis he studied the mechanics of the normal and
reconstructed middle ear with laser Doppler vibrometry (1997/98). 

In collaboration with the University of Innsbruck, the department of neurosurgery and MED-EL
company, his group introduced, supported by his teacher Professor Dr. Dr. J. Helms, an auditory
brainstem implant using high rate stimulation. 

Müllerʼs scientific work resulted in over 80 scientific publications and was recognized internationally
by numerous key note lectures. 

In 1999 the German ENT Society paid attention to his scientific work by inviting him to read a keynote lecture to discuss
tympanoplasty procedures in children based on the database he created with his coworkers. In 2005 he was asked to sum-
marize and to present on the important developments in the field of cochlear implantation during the past decade. In 2007
his commitment to cochlear implants, especially his dedication in the field of paediatric cochlear implants was honoured by
the german ent society by awarding his video “cochlear implants in infants and toddlers”. His international expertise again
was recognized by the german ent society when in 2009 he was invited to read a paper on invitation within the international
forum of the german ent society during the annual meeting of the german ent society on: “cochlear implants – a view  on
current indications and a glimpse into the future”. 

He now works in Munich as an associate professor for otology and leads the Section Cochlear Implants and Otology at the
Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, Munich UniversityLMU(Head: Univ. Prof. Alexander Berghaus). 

In 2014 he served as president of the 13th international conference on cochlear implants and other auditory prosthesis,
which was held in munich- it was the biggest CI conference so far.
He is honorary member of the Austrian ENT society, the Hungarian ENT society and the British Cochlear Implant Group. He
ia also appointed as a visiting Professor at the University of Texas, Southwestern Medical Center at Dallas; at Beijing Uni-
versity, Peoples Hospital and at the University of Santo Tomas, Manila, Philippines.

New developments in the surgical management of otosclerosis 
Instructional Course on the mechanics of stapes prosthesis and new devel-

opments to use a fiber laser for fixation of stapes prosthesis 

Joachim Müller
Section Otology and Cochlear Implants

Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, Munich University

Stapedectomy is a well structured surgical procedure, which is done for the restoration of hearing. Many otosur-
geons and physicists contributed to our current knowledge on surgical details and the mechanics of the reconstructed
middle ear after stapes surgery. One of the details that needed attention in the past and that was looked at, is the
fixation of the prosthesis to the incus. 

From revision surgery we know that necrosis of the incus, incomplete closure or loosening of the prosthesis can
occur and can cause conductive hearing loss or, even more demanding to solve and more dangerous to the patient,
vertigo or inner ear symptoms. In stapes revision surgery, the refixation of a new prosthesis can be challenging.
There for it seems logical, to aim for fixing the prosthesis as perfect as possible during the initial procedure and by
that avoid or at least minimize the risk of dislocation.

Looking at the results after stapes surgery, only a small conductive component remains, The remaining conductive
component reflects the quality of the reconstruction and the skills of the surgeon as well as the characteristics of
the prosthesis. Standard deviation reflects the precision of the surgeon and the applied technique as well as the han-
dling of the prosthesis.

During the lecture we will discuss different techniques for stapes surgery based on findings during revision sur-
gery. The mechanics of the fixation of the prosthesis is discussed in detail for prosthesis that are crimped, clipped
of modeled to the incus by laser. Basics of laser application to fix a new self crimping stapes prostheses to the incus
will be discussed as well. The new Prosthesis is decribed and its fixation to the incus with laser through defined
heat application is demonstrated. In average in our experience less than 1J was necessary to model the prostesis
sufficient to the incus (1J is needed to warm up 1g of water by 0.239℃)

Pure-tone audiometry documented less postoperative air-bone gap and a higher percentage of air-bone gap closure
when using the nitinol prosthesis, especially when  compared with the clip prosthesis. Also, nonexperienced stapes
surgeons received better audiometric results when using the novel nitinol prosthesis.

Clinical evaluation suggests the novel nitinol prosthesis to be a promising tool in otosclerosis surgery for experi-
enced stapes surgeons as well as for ear surgeons with limited experience in stapes surgery.
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HOXA2変異によるアブミ骨奇形を呈する
常染色体優性遺伝性混合性難聴

野口　佳裕 1,2、西尾　信哉 1,3、宇佐美真一 1,3

1信州大学　医学部　人工聴覚器学講座、2東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科
3信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】耳小骨奇形は、出生数15000人に1人の割合で発症する比較的まれな先天性疾患であ
る。両側例が30〜40%を占め、外耳奇形を伴うこともある。耳小骨奇形のみを呈する孤発例が多
いが、遺伝子変異が関与しBOR症候群、トリーチャーコリンズ症候群などの部分症として認め
られることがある。今回、我々は常染色体優性遺伝形式の非症候群性両混合性難聴を示す家系
に遺伝学的検査を行い、HOXA2に原因と考えられる変異を同定した。
【症例】発端者は32歳、女性である。幼児期より両難聴を指摘され、6歳より補聴器装用を開始
した。32歳時に左難聴の悪化を自覚し、東京医科歯科大学耳鼻咽喉科を紹介受診した。両側軽
度の耳介奇形と外耳道狭窄を認めた。純音聴力検査では、3分法平均聴力レベルが右65.0dB、左
83.3dBの両混合性難聴を示した（図1）。左試験的鼓室開放術（図2）では、アブミ骨後脚と鼓室
後壁を連絡する骨橋のためアブミ骨は固着していた。アブミ骨筋腱は正常であった。レーザー
にて骨橋と腱を切除すると、アブミ骨は後脚のみのmonocrural stapesと判明し可動性は比較的
良好であった。顔面神経水平部の下垂により底板は確認できなかった。術後左聴力は、気骨導
差は残存するも56.7dBまで改善した。
【遺伝学的検査】家系図より常染色体優性遺伝形式の難聴が疑われ、発端者を含む難聴者4例と
非難聴者4例の末梢血よりDNAを抽出した。他の3例の難聴者は、中等度〜高度の両混合性難聴
を示した。次世代シークエンサーによる全エクソーム解析を施行したところ、HOXA2、
MYCT1、SCNN1D、CCNL2、AMER3、EPC2、POPDC2の7つの候補遺伝子に絞られた。この
中で、過去の報告からHOXA2変異が原因と考えられた。
【考察とまとめ】HOX（Homeobox）遺伝子はAからDの4つのクラスターからなり、HOXタン
パクは胎生器の発達を規制している。Hoxa2は第2䚡弓神経堤に発現するが、第1䚡弓には認めら
れない。Hoxa2欠失マウスは無耳症、口蓋裂を認め、アブミ骨は形成されない。また、ヘテロ接
合体では、軽度のアブミ骨形態異常を呈する。2008年、HOXA2は常染色体劣性遺伝形式の小耳
症、外耳道狭窄、中耳奇形、混合性難聴、口蓋裂の原因遺伝子として報告された。2013年、ヘ
テロ接合のHOXA2変異が、ハプロ不全として常染色体優性遺伝形式の小耳症と難聴を引き起こ
すことが報告された。そして、中耳手術施行例では、後脚のみのmonocrural stapesとアブミ骨
筋腱の欠損を認めた。今後、症例の蓄積と遺伝学的検査が必要であるが、HOXA2変異は常染色
体優性の非症候群性伝音・混合性難聴とアブミ骨奇形の原因となりうると考えられた。
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長期フォロー経過に基づく耳硬化症術後聴力変化について

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

1三井記念病院　耳鼻咽喉科、2東京女子医科大学病院　耳鼻咽喉科

耳硬化症は難聴および耳鳴を主徴とし、次第に伝音成分・感音成分両者の閾値が上昇する疾
患であるが、その原因は解明されていない。従来欧米白色人種に多い疾患と言われ、日本人に
は比較的少ない疾患と認識されていたが、疾患概念の普及と診断技術の向上により本邦でも手
術症例数が増加している。
耳硬化症の特徴的な検査所見として標準純音聴力検査で伝音難聴を示し、低音ほど気導聴力

が悪いstiffness curveを示すことがある。骨導値については正常か、2000Hz付近で閾値の上昇を
示すCarhart’s notchが特徴的である。進行した症例では感音難聴が加わり、混合性難聴を呈す
るようになる。
病理組織では骨迷路に骨新生と骨吸収が生じるために起こる、いわゆるotosponsiosisが主体で

あり、好発部位は前庭窓前部である。治療はアブミ骨手術が基本となっており、固着したアブ
ミ骨の上部構造を除去した後、底の開窓部にビストンを挿入してキヌタ骨長脚に引っ掛ける。
挿入するピストンとしては操作性に優れるワイヤー製のものや磁場の影響を受けないテフロン
製のものが使用されるが、当科では全症例に対してテフロンピストンを使用している。

2012年耳科学会にて当院手術症例の15年までの長期経過について報告されているが、20年を
超える症例も出てきたため、フォロー年数別に患者を分類して各群の聴力成績から術後経過に
おける聴力改善の傾向を検討した。
当科で耳硬化症と診断し、1993年7月から2015年12月の22年5ヶ月の期間に初回手術を行った

91例109耳の聴力結果をもとに解析した。男女比は男性25例（23％）、女性84例（77%）であり、
左右の内訳は右47耳（43％）、左62耳（57％）であった。耳硬化症は片側のみならず、両側に生
じることが多く、今回の症例についても病側が片側のものが51例（56%）、両側のものが40例
（44%）であった。そのうち両側ともに当科で手術を施行した症例は18名36耳で男性3名、女性15
名であった。手術時の年齢分布は21歳から74歳で、中央値は52歳であった。
術前の気導聴力および骨導聴力について全症例109耳で検討した。低音部で気骨導差の大きい

stiffness curveをとるものは全体の36.7％であり、これ以外に水平型、皿状をとるものがあり、
その割合はそれぞれ19.3%、11.0%であった。Notch陽性のものは全体の31例（28.4%）であり、
このうち典型的な2000HzのNotchが27耳、1000Hzが４耳であった。
術後聴力について、最終聴力検査日が術前から6か月未満（19耳）、1年前後（17耳）、2年前後

（18耳）、5年前後（21耳）、10年前後（17耳）、15年前後（10耳）、20年前後（７耳）の6つの患者
群に分類し、その3分法による聴力成績を比較した。手術後6か月の短期成績では25dBの聴力改
善を認めているが、各群で1年目から2年目にかけて30dB前後まで術前からの聴力改善を認め
た。その後10年程度までは術後初回と変わらない聴力改善を維持していたが、その後は時間経
過とともに徐々に低下するものの術前の聴力から20dB以上の改善を維持していた。手術直後と
最終のAB-gapを比較したが、両者に大きな違いは認められなかったことから、聴力の低下は感
音成分の閾値上昇が疑われる。
さらに、周波数別の聴力経過についても検討した。角周波数において経過観察期間毎に平均

をとったところ、2kHz以下では手術直後から20dB以上の改善を認め、特に1kHzでは30dBもの
改善を認めた。しかも20年経過しても著明な低下は認められなかった。それに対し4kHzは手術
直後で15dB程度の改善、8kHzでは10dBを切る改善であり、しかも5年を過ぎると閾値上昇が明
らかであった。
耳硬化症に対するアブミ骨手術の治療効果について、上記の結果に詳細な分析・文献的な検

討を加えて考察する。
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耳硬化症に対する内視鏡下アブミ骨手術

西池　季隆、大島　一男、上塚　　学、田中　秀憲、鶴田　幸之、上野　裕也、富山要一郎
大阪労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

内視鏡下耳科手術は低侵襲で痛みが少なく、傷の治りが早い利点がある。それ以外にも病変
に近接して観察できる利点があり、アブミ骨手術の際にもアブミ骨の観察に有用と考えられ
る。当科で行った内視鏡下アブミ骨手術に関して過去の顕微鏡下手術と比較して報告する。

2014年3月から2016年4月にかけて、当科で耳硬化症に対してすべての手術操作を内視鏡下に
行った内視鏡下アブミ骨手術症例は11例14耳であった。男性4耳、女性10耳であった。平均年齢
は53歳（36歳から73歳）であった。これらの手術には7人の術者が参加した。13耳に対して
stapedotomyを、1耳に対してpartial stapedectomyを行った。手術による聴力改善を日本耳科学
会による「伝音再建の術後聴力成績判定基準（2010年）」に基づいて判定した結果、成功率は
100%（14耳/14耳）であった。
当科で2009年11月から2013年2月にかけて顕微鏡下アブミ骨手術を行った9耳と手術時間、手

術成績、合併症を比較した。これらの手術には6人の術者が参加した。平均手術時間は内視鏡群
104分、顕微鏡群148分で、内視鏡群で有意に手術時間は短かった（p＜0.01）。術前気導値と術後
気導値の差を求めて気導改善値（0.5、1、2、3 kHzの4周波数平均、ただし3 kHzは2 kHzと4
kHzの平均値で代用）として検討したところ、平均気導改善値は内視鏡群25.7 dB、顕微鏡群14.2
dBで、統計的に有意でないが（p＝0.055）、内視鏡群でより大きな聴力の改善が認められる傾向
があった。両群共に術後に特異な合併症を認めなかった。
内視鏡下アブミ骨手術で内視鏡下に耳内切開から鼓室内に到達する時間は、顕微鏡下に耳後

部切開から鼓室内に到達する時間よりも短く済む。また、内視鏡下では片手操作になる、立体
視が難しいなどの欠点はあるが、アブミ骨周辺に近接して観察しながら手術操作ができる利点
がある。このため、アブミ骨手術において低侵襲である利点以外にも、手術時間の短縮や術後
成績の改善が認められたと考えられた。耳硬化症に対して内視鏡下アブミ骨手術は有用である
と考えられる。
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アブミ骨手術の術後成績に及ぼす因子の検討

岡崎　鈴代 1、太田　有美 1、大畠　和也 1、森鼻　哲生 1,2、佐藤　　崇 1、今井　貴夫 1、
宇野　敦彦3、北原　　糺4、土井　勝美5、猪原　秀典1

1大阪大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、
2国立病院機構大阪医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、

3大阪府立急性期・総合医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
4奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座、5近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科

【目的】アブミ骨手術の術式としては一般的にアブミ骨底板に小孔をあけ人工アブミ骨（ピスト
ン）を挿入するstapedotomyとアブミ骨底板の一部または全部を摘出後にピストンを挿入する
stapedectomyが挙げられ、当科では（small fenestration）stapedotomyを基本術式としている。
当科におけるアブミ骨手術の術後聴力成績及び聴力成績に影響を及ぼす因子について検討し
た。
【対象】2007年4月〜2014年12月の7年間に大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科でアブミ骨手術を
施行された113人119耳のうち、術後6カ月以上経過観察できた103人109耳を対象とした。男女比
は男47耳（42.2％）女66耳（57.8％）、年齢は6歳から82歳で中央値は46.5歳であった。疾患内訳
は、耳硬化症90耳82.6％（うち1耳はVan der Hoeve症候群）、先天性アブミ骨固着症を含む耳小
骨奇形18耳16.5％であった。耳術後2年以上経過観察できた症例が59耳であった。施行術式は、
stapedotomy72耳、partial stapedectomy23耳、total stapedectomy13耳であった。アブミ骨底板
の開窓手段としては、perforatorによる用手開窓が59耳、CO2レーザーによる開窓が49耳であっ
た。使用ピストンは、テフロンワイヤーピストンが68耳、テフロンピストンが26耳、チタンク
リップピストンが14耳であった。
【方法】聴力成績は日本耳科学会の術後聴力成績判定基準（2010）およびAAO-HNSの判定基準
を用いた。AAO-HNS判定基準では術後骨導を用いた4周波数平均（0.5、1、2、3kHz使用、但し
3kHzは2kHzと4kHzの平均値で代用）による術後気骨導差10dB以内を成功とした。AAO-HNS
の判定基準における成功率に影響を及ぼす因子について単変量解析およびロジスティック解析
を行った。
【結果】日本耳科学会の術後聴力成績判定基準による術後6カ月の成績は、気骨導差15dB以内96
耳（88.1％）、聴力改善15dB以上97耳（89.0％）、気導聴力レベル30dB以内53耳（48.6％）であ
り、これら3項目のいずれかを満たすもの、すなわち成功例は103耳（94.5％）であった。術後2
年の成績は、気骨導差15dB以内55耳（93.2％）、聴力改善15dB以上52耳（88.1％）、気導聴力レ
ベル30dB以内28耳（47.5％）であり、これら3項目のいずれかを満たすもの、すなわち成功例は
56耳（94.9％）であった。
単変量解析では、術後6カ月において成功率に有意な差があったのは、性別、術前気導値、術

前気骨導差であり、疾患の種類、年齢、術者、開窓方法、開窓手段、ピストンの種類では成功
率に有意な差はなかった。これに多変量解析結果および術後2年成績を加え発表する。
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テーマセッション６　Keynote lecture
Hinrich Staecker

Hinrich Staecker MD PhD trained at Albert Einstein College of Medicine and Massachusetts Eye and Ear
infirmary.  His clinical practice at the University of Kansas School of Medicine focuses on otology and
neurotology, specifically cochlear implantation, auditory brain stem implants and acoustic neuroma sur-
gery. His research projects are aimed at improving the treatment of sensorineural hearing loss using
both molecular therapeutics and devices. Current projects include developing drug delivery for inner
ear disease and developing gene therapy for the treatment of inner ear disease.  Currently his lab is

evaluating the effect of different vector constructs on cochlear and vestibular function and evaluating the efficacy of
atoh1 gene transfer for the regeneration of vestibular function.   He is the principal investigator in the first in man hair
cell regeneration gene therapy trial and multiple trials focusing on inner ear drug delivery.  He is a member of the Trio-
logical Society, the American Otological Society and the Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum.

Development of molecular therapeutics in the inner ear

Hinrich Staecker
University of Kansas School of Medicine

The last 30 years have seen an explosion in our understanding of the molecular basis of hear-
ing loss. The pathways underlying the development of the year as well as the numerous molec-
ular components that make hearing work have been extensively explored. So far this has not
translated into the development of new types of therapeutics for what is actually the most com-
mon neurodegenerative disease in man.

A significant portion of our focus has been on understanding the pathways that control the
genesis of auditory and vestibular hair cells in an effort to apply this in patients.

Despite all of this work, moving a molecule forward that tackles this problem into the clinic
is a daunting task. We will review the development process and initial trial of CGF166, which
uses an Ad5 based vector to deliver hath1, the human homolog of atonal into the inner ear. Fi-
nally we will discuss how this phase I trial provides an important bridge for translating other
potential molecular therapeutics into products that are usable in the human inner ear.
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テーマセッション６　Keynote lecture

柴田清児ブルース

平成14年４月 関西医科大学 耳鼻咽喉科学教室 入局
平成15年９月 市立岸和田市民病院 耳鼻咽喉科
平成17年４月 大阪北逓信病院 耳鼻咽喉科
平成19年３月 関西医科大学 耳鼻咽喉科教室 医学博士取得
平成19年４月 ミシガン大学クレスゲ聴覚研究所 研究員
平成23年３月 ミシガン大学クレスゲ聴覚研究所 研究助手
平成23年６月 アイオワ大学 外科インターン
平成24年６月 アイオワ大学 耳鼻咽喉科研修

Autosomal-Dominant Sensorineural Hearing Lossに対する
RNA干渉を用いた遺伝子治療

柴田清児ブルース
アイオワ大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科教室

近年、補聴器、および人工内耳による難聴治療の進歩はめざましいものがあるが、いずれも根治、もしくは難聴の進行
を抑える治療でないことは言うまでもない。今回我々は人間の遺伝性難聴（DFNA36）のモデルマウス（Beethovenマウ
ス）に対してRNA干渉（RNAi）を用いた遺伝子治療を施行し、その有用性を検討した。

Beethovenマウス（Tmc1Bth/+）は常染色体優性遺伝形式をとる進行性難聴の原因遺伝子として知られるTmc1遺伝子変
異（M412K変異）を持つ遺伝子改変マウスである。Tmc1遺伝子はマウスの蝸牛、もしくは前庭の有毛細胞への発現が明
らかとなっており、有毛細胞のMechano-electrical Transducer（MET）Channelを構成するタンパク質の一つと考えられ
ている。またTmc1遺伝子変異による進行性難聴は優性阻害効果による主に内有毛細胞の変性に起因するものとされてお
り、今回我々は病因となる変異アレル（M412K変異）をRNAiによりノックダウンさせることにより進行性難聴の聴力保
存を試みた。
まずはTmc1遺伝子変異（M412K変異）に対するRNAiに用いるmicroRNA（miRNA）のスクリーニングを行った。候補

となる miRNAを複数作成し、in vitroでmiRNAをクローニングしたプラスミドDNAを野生型、および変異型のTmc1の
cDNAとともにそれぞれcos7細胞へ導入し、変異型のTmc1のみ最も効率的にノックダウンし、またオフターゲットが低い
miRNAを同定した。さらにこのmiRNAをマウス蝸牛の内有毛細胞に特異的に発現させることのできるアデノ随伴ウイル
ス（AAV）のセロタイプを in vivo で検討し、本研究では頂回転領域の内有毛細胞に74％と高率で遺伝子導入ができる
rAAV2/9を用いることした。
次にGFPマーカーを組み込んだmiRNA、およびコントロールベクターを日齢1-2のTmc1Bth/+マウスに対して正円窓より
投与した。図Aに実験過程を示す。投与1ヶ月後にTmc1遺伝子のノックダウン効果を単一細胞レベルで検討するために、
single cell isolation技術を用いてGFP陽性有毛細胞を抽出し、リアルタイムqPCRによりTmc1のmRNAを定量し、ベクタ
ーを投与していない対側耳の蝸牛組織と比較し、ΔΔCtを用いて解析しその効果を確認した。さらにABR・DPOAEによ
る聴力測定を継続的に行い、RNAiによる聴力保存効果を検討した。miRNA投与群において21週以降で聴力温存効果にば
らつきがみられはじめ、2匹は投与後35週まで聴力温存が認められたものの、8匹は30週で聴力の閾値上昇がみられた。し
かしながら35週後の蝸牛組織における内有毛細胞をカウントすると、miRNA投与群ではコントロールベクター投与群に比
べ有意に高値であり、この内有毛細胞保護効果はRNAiによる遺伝子治療の効果を示唆するものと考えられた。また外有毛
細胞保護効果は少なく、30週以降の閾値上昇は外有毛細胞の変性によるものと考えられた。
本研究では遺伝性難聴の進行をRNAiにより抑制できる可能性が示唆された。今後RNAiによる遺伝子治療のさらなる進

歩が期待される。
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メタボリック症候群モデルマウスににおける難聴予防の試み

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

［はじめに］
糖尿病に代表されるメタボリック症候群は血管性病変を通じて、重篤な疾患の原因となるだ

けでなく、老化を促進することが知られている。内耳においても、糖尿病患者に感音難聴の頻
度が高いことが過去の疫学研究で明らかにされている。我々は、メタボリック症候群モデルマ
ウスの内耳を検討し、毛細血管の狭小化に伴い徐々に聴覚が低下すること、カロリー制限によ
って難聴の進行が抑制されることを過去の本学会で報告してきた。一方、最近では糖化最終産
物（AGEｓ）の関与が注目されている。AGEは蛋白質と糖が結合して生成された物質のことで
あり、血管病変を進行させ、老化に関係することが注目されている。内耳においての詳細は明
らかにされていないがAGEｓの受容体の存在が報告されている。今回我々は、糖化最終産物
（AGEs）を抑制することが知られているピリドキサミンを投与することで難聴の進行が抑制で
きるかどうか検討した。
［対象と方法］
実験動物として3か月齢のマウスTSOD、TSNO（TSODのcontrol動物）を用いた。これらを

2群に分けてピリドキサミン投与群、非投与群を作成した。ピリドキサミンは飲水に混合（2
mg/ml）して投与した。摂食は自由にさせて、飼育を行った。それらの動物を経時的に、体
重、血糖値、ABR閾値、酸化ストレス度（d-ROMテスト）を測定した。
［結果］

6か月齢の段階では、これまでの検討と同様に体重、血糖値ともTSODマウスではTSNOマウ
スと比べて高値を示していた。ピリドキサミン投与群と非投与群では6か月齢の段階では明らか
な差は認めなかった。ABR閾値も明かな差を認めなかった。D-ROMテストの結果はTSOD群が
対照動物群と比べて高値を示していた。
［考察］
過去の検討からTSODマウスにおけるABR閾値の上昇は9か月齢以降で認められることがわか

っている。6か月齢では，TSODマウスにおいて体重、血糖値の高値を認めた。さらにｄ－ROM
テストの結果からはTSODマウスでは、全身が高酸化ストレス状態にあることが示唆された。こ
れらが今後どのように変化するのか、薬剤によって影響を受けるのかについては、引き続き長
期にわたる検討を行いABR閾値上昇に対する薬剤投与の影響とあわせて検討する。
［結論］
メタボリック症候群モデルマウスの内耳病態に対するピリドキサミン慢性投与の効果につい

て検討した。6か月齢まででは有意な変化を認めていないが、引き続き経観察を行い、今回の抄
録内容とあわせて報告する予定である。
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側線器有毛細胞死におけるKinaseの役割
〜ゼブラフィッシュを用いたスクリーニング〜

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

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

構成されている。その稚魚は、全長2mm程度で側線器有毛細胞が体表面にあるため、観察が容
易である。また、一回の実験で数百匹の有毛細胞を観察できるため、薬剤のスクリーニングに
適している。我々はこれまでにゼブラフィッシュを用いて、ケルセチン、アスタキサンチン、
漢方製剤などの抗酸化剤の有毛細胞保護効果について報告してきた。
今回我々は、有毛細胞死におけるKinaseの役割について注目した。Kinaseとは蛋白質にリン

酸基を付加する分子の総称で、一部のKinaseが有毛細胞死に重要な役割を持つことが報告され
ている。そこで、金沢大学がん進展制御研究所との共同研究として、Kinase inhibitorと有毛細
胞障害の関係について検討した。ゼブラフィッシュを用いてスクリーニングを行ったので報告
する。
方法
生後5日目の野生型ゼブラフィッシュを用い、Kinase inhibitorについて、有毛細胞保護、有毛

細胞障害に関する実験を行った。10匹ずつの群に分け、それぞれのKinase inhibitor（0.1 uM-10
uM）に1時間暴露した後、ネオマイシンに1時間暴露した。また、Kinase inhibitor 10  uMに2時
間暴露し、ネオマイシンを投与しない群も作成した。固定・免疫染色し標本とした。有毛細胞
を蛍光顕微鏡でカウントし、有毛細胞残存率についてのグラフを作成した。
結果
有毛細胞障害をきたす薬剤、ネオマイシンに対する有毛細胞保護効果を示す薬剤を同定した

ので、その一例を図に示す。コントロール群と比較して、Kinase inhibitor xxx17 10 uMを投与
した群では有意に有毛細胞が減少していた。また、ネオマイシンに対する有毛細胞保護効果は
認めなかった。Kinase inhibitor xxx4 1 uMを投与した群では、ネオマイシンに対する有毛細胞
保護効果を認めた。
まとめと今後の課題
今回我々はゼブラフィッシュを用いて、Kinaseと有毛細胞死との関連性について検討した。

Kinase inhibitorのスクリーニングを行い、有毛細胞死との関連が示唆される薬剤を同定するこ
とができた。有毛細胞において、細胞死とKinaseの関連を網羅的に検討した報告は認めない。
今後さらなる検討を重ね、細胞死におけるKinaseの役割を明らかにする必要がある。
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疾患 iPS研究が示唆するPendred症候群に対する
低用量シロリムス療法の可能性

細谷　　誠 1,2、藤岡　正人 1、松永　達雄 3,4、小川　　郁 1

1慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2国立病院機構東京医療センター　耳鼻咽喉科、
3国立病院機構東京医療センター　感覚器センター、
4国立病院機構東京医療センター　臨床遺伝センター

我々は、これまでPendred症候群患者由来 iPS細胞の樹立とその疾患内耳細胞の誘導により細
胞レベルでの病態をin vitroで検討し、異常pendrinタンパクの凝集体を伴う細胞ストレス耐性の
低下を発見することで、新規治療標的としてオートファジー経路を見出した。さらに薬剤スク
リーニングを行い、本疾患の治療候補剤としてメトホルミンおよびラパマイシン（シロリム
ス）を同定してきた（特願2015-007849）。一方で、今後この疾患特異的 iPS細胞研究から同定さ
れた本剤を実際にPendred症候群の難聴治療薬として臨床応用するためには、関連法規に則った
臨床治験、それに必要な非臨床試験など、いくつかの満たさなければいけない条件がある。本
発表では、オートファジー誘導を標的とした治療の実用化に向けて現在行っている開発研究の
ひとつとして、疾患 iPS研究のアプローチによるPendred症候群に対するシロリムス製剤の有効
用量の推定に関する試みを紹介したい。
新薬におけるヒト初回投与量の決定には、無毒性量からのアプローチと並んで、推定最小薬

理作用量に基づくアプローチがある。この際本来であれば、動物モデルにおけるPK（Pharma-
cokinetics: 薬物動態）の評価と、in vitroおよびin vivo動物モデル双方からのPD（Pharmacody-
namics: 薬力学）の評価を要するが、本症候群においては橋渡し研究に応用可能な動物モデルが
存在せず、後者のPDの評価については iPS細胞を用いた in vitro研究に頼らざるを得ない。他方
毒性については、本開発研究はDrug-repositioningの手法を取っているためある程度の安全性は
担保されている。しかしながら承認されている用法である免疫抑制を避けながら、Pendred症候
群の内耳障害に保護効果を示す用量が得られれば、よりリスクの低い低用量シロリムス療法が
現実的なものとなる。そこで今回、Pendred症候群疾患特異的 iPS細胞を in vitro モデルとして
PDを評価し、本疾患における最小有効濃度を評価するとともに、正常SDラットを用いてPKを
評価した。具体的には、Pendred症候群患者由来 iPS細胞（PdsH723R01#16）細胞から誘導した
内耳外ラセン溝細胞を用いて、プロテアソーム阻害による細胞ストレス負荷時に、細胞保護作
用を発揮する培地中最小シロリムス濃度を求めた。細胞保護作用の評価は、ストレス負荷時の
細胞生存率とアポトーシス抑制で評価した。本検討の結果、in vitroにおいては、シロリムスは
0.001-0.01μMで、Pendred症候群患者由来内耳細胞に対して保護効果を示すことがわかった。本
濃度は免疫抑制剤として本剤を使用するときのヒト血中トラフ濃度（10ng/ml）の約1/10-1倍の
濃度である。
既存の動物モデルをベースとした、病態生理解明やそれに基づく創薬および薬剤開発法で

は、原理的に動物モデルの作成が必須であり、ゆえに本疾患のように、適切な動物モデルが存
在しない疾患においては、この方法による創薬研究は困難を極める。一方で、近年、疾患にお
ける齧歯類―霊長類間での種差が注目を浴びており、内耳研究分野もその例外ではないものと
考えられる。齧歯類を中心とした動物モデルをベースとした創薬基盤を補完する新規手法の確
立は喫緊の課題であり、今回の我々の疾患 iPS細胞を用いたアプローチは、この課題に対する一
つの答えとなる可能性がある。
本研究は、慶應義塾大学医学部生理学教室　岡野研究室（岡野栄之教授）との共同研究であ

る。
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ウロキナーゼ型プラスミノゲン活性化因子によるアミノ配糖体に
対する内耳障害予防作用の検討

樫尾　明憲、狩野章太郎、松本　　有、岩崎　真一、山岨　達也
東京大学　医学部　耳鼻咽喉科

はじめに
ウロキナーゼ型プラスミノゲン活性化因子（ウロキナーゼ）は血栓溶解薬として広く臨床に

用いられている薬剤であるが、細胞膜上のレセプターを介し、アポトーシスに関与することが
近年知られてくるようになった。実際、腎臓メサンギウム細胞に対する栄養因子除去刺激や、
網膜色素上皮細胞に対するアノイキスや紫外線照射といったアポトーシス刺激に対して、ウロ
キナーゼ/ウロキナーゼレセプターシステムが防御的に働くことが報告されている。今回我々
は、蝸牛内におけるウロキナーゼ/ウロキナーゼシステムの関与について検討を行った。

方法
250g〜300gハートレイ系モルモットの蝸牛を固定、パラフィン切片を作成し、抗ウロキナー

ゼ抗体を用い免疫染色を行い蝸牛内のウロキナーゼレセプターの分布の確認を行った。次に、
P2-4のSDラット蝸牛を摘出培養し、20nM、2uMウロキナーゼ培養液または、通常の培養液に1
時間培養後、3.5mg/mlとなるようにカナマイシンを投与し12時間培養した後の有毛細胞残存率
を検討した。さらに、2uMウロキナーゼ投与群に対して30分前にウロキナーゼレセプター阻害
剤（10ug/ml）投与下で培養後カナマイシン投与下12時間培養を行い非投与下における有毛細胞
障害率の変化を検討した。

結果
ウロキナーゼレセプター抗体による染色は蝸牛全体に認められた。特にコルチ器およびらせ

ん神経節細胞に強い染色性を認めた。カナマイシン投与12時間後の培養コルチ器の内有毛細胞
および外有毛細胞はカナマイシン単独投与群ではそれぞれ75％および65％の障害を認めた。一
方ウロキナーゼ投与群では内有毛細胞および外有毛細胞の障害率は20nM投与群でそれぞれ50％
および55％に軽減し、2uM投与群ではそれぞれ20％および10％まで軽減した。ウロキナーゼ投
与前にウロキナーゼレセプター阻害剤を投与した群では内有毛細胞および外有毛細胞の障害率
はそれぞれ63％および81％にまで増加した。

結論
蝸牛内コルチ器・らせん神経節細胞においてウロキナーゼレセプターが発現していることが

示唆された。有毛細胞においてウロキナーゼ・ウロキナーゼレセプターシステムはアミノ配糖
体アポトーシス刺激に対して防御的な役割を果たすことが示唆された。
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テーマセッション７　Keynote lecture
Richard Smith is Director the Molecular Otolaryngology and Renal Research Laboratories (MORL)
and is a world leader in the human genetics of hearing loss, with over 500 peer-reviewed publica-
tions. The MORL has Clinical Diagnostics and Basic Research Divisions. The Clinical Diagnostics Di-
vision is staffed by 12 research assistants. It was CLIA certified in 1999 and accredited by the Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations in 2001, and is recertified very two years,
most recently in 2013. Mutation screening is offered for deafness. This type of molecular diagnostic
service has changed the clinical evaluation of the deaf person.  The MORL is also a world leader in
applying massively parallel sequencing methods to deafness and translating this technology to the

clinical arena.   The Basic Research Division of the MORL has made many significant contributions to our understanding of
the biology of hearing/deafness.  At the current time, seven graduate students, post-graduate students and research scien-
tists are doing research here.  In the area of hearing/deafness, scientists in the MORL have mapped 19% of all known non-
syndromic hearing loss loci and cloned 22% of all genes implicated in deafness; for many of these genes, they have also
completed functional studies. The MORL was also the first research facility to validate the use of RNAi to prevent hearing
loss in an animal model of deafness.  Research in the MORL has been continuously supported by the NIH for the past 25
years. As a reflection of these accomplishments, Smith has been elected to the National Academy of Medicine and the As-
sociation of American Physicians.  He has also received numerous other honors.  

The Clinical Application of Genetic Analysis of Deafness

Richard J.H. Smith
Department of Otolaryngology – Head & Neck Surgery and the Molecular Otolaryngology

and Renal Research Laboratories, Carver College of Medicine, University of Iowa

Targeted genomic enrichment with massively parallel sequencing (TGE+MPS) has revolu-
tionized human genetics and is the harbinger of personalized medicine. In the care of deaf and
hard-of-hearing persons, this technology has made comprehensive genetic testing possible,
thereby changing the clinical evaluation of these persons. 

Over the past 8 years, we have developed three complementary tools to facilitate TGE+MPS
for deafness.  The first tool, a TGE+MPS platform, allows us to sequence all exons of all genes
implicated in non-syndromic hearing loss. The second tool, a bioinformatics platform, facilitates
variant identification. The third tool, a machine-learning algorithm, analyzes audiograms to cross-
correlate phenotypic and genotypic data.  Using these tools in 1119 sequentially accrued patients,
we found an underlying genetic cause for hearing loss in 40% of patients. 49 genes carried path-
ogenic variants that included missense variants (49%), copy number changes (18%), small inser-
tions and deletions (18%), nonsense variants (8%), splice-site alterations (6%), and promoter
variants (<1%). The diagnostic rate varied by phenotype and was highest for patients with a
positive family history of hearing loss or when the loss was congenital and symmetric. The spec-
trum of implicated genes showed wide ethnic variability.  

These results validate the use of comprehensive genetic testing as the most cost-effective
test in the diagnostic evaluation of hearing loss after an audiogram.  In the near future, genetic
results will be the foundation upon which personalized therapies for hearing loss are offered.
The finding that missense variants underlie 85% of autosomal dominant non-syndromic hearing
loss (ADNSHL), for example, suggests that selective suppression of mutant ADNSHL alleles by
RNA interference may prevent this type of deafness.  To test this concept, we used artificial
micro-RNAs and rescued the progressive hearing loss in the Beethoven mutant mouse, a model
of deafness at the DFNA36 locus.  These results suggest that new therapies for hearing loss
will soon complement the use of hearing aids and cochlear implants.    
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テーマセッション７　Keynote lecture
茂木英明

H12年（2000年） 昭和大学医学部卒業 昭和大学耳鼻咽喉科 医員
H16年（2004年） 信州大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 医員
H21年（2009年） 信州大学 医学部 耳鼻咽喉科 助教
H24年（2012年） 米国アイオワ大学耳鼻咽喉科 研究留学
H27年（2015年） 信州大学 医学部 耳鼻咽喉科 講師

耳鼻咽喉科専門医、臨床遺伝専門医

先天性難聴の遺伝学的検査　─次世代シーケンサーの臨床応用

茂木　英明、西尾　信哉、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

先天性難聴は出生1,000人あたり1〜2人に発症する、頻度の高い先天性疾患のひとつである。
小児期までに発症する感音難聴のうち、60〜70％は遺伝子が関与していると考えられている。
現在までに90を超える難聴の原因遺伝子が報告されている。難聴の遺伝子解析／遺伝子診断

の難しさは、「難聴」という同じ症状に対して多数の遺伝子を解析しなければならないことにあ
る。我々は日本人難聴患者に多く見出される13遺伝子46変異を同定するインベーダー法を用い
た難聴の遺伝学的検査（Usami et al., 2012）を先進医療に申請、全国的に実施し有効性を確認し
た。その結果、約30%前後の変異検出率が得られ、2012年より保険収載され現在難聴診断に必要
不可欠な検査として定着してきている。
近年の遺伝子解析技術の急速な進歩により、さらに多くの遺伝子を同時かつ迅速に解析する

次世代シーケエンサーが登場した。我々はこの解析技術を臨床応用すべく研究を重ねてきた
が、2015年8月から、この次世代シーケエンサーを加えた検査が保険診療として実施できるよう
になった。現在、臨床検査という観点から、難聴の原因診断として臨床的有用性が確立してい
る19遺伝子154変異の結果が返却されている。次世代シーケエンサーを用いた解析を加えること
により、変異検出率も約45％に向上した（Mori et al., in press）。このプラットフォームでは、
難聴の原因として報告されている63遺伝子を解析可能であるため、将来的に臨床的有用性が確
立できた原因遺伝子や変異を追加することにより診断率を上げることが可能である。
近年、1塩基〜数塩基の変異とは異なる、イントロン領域まで含んだ、数十ないし数万塩基に

わたる大きなゲノムの構造変化、コピー数変化（Copy Number Variation：CNV）が、難聴の
原因として注目されているが、現在我々はさらなる診断率の向上を目指し、研究レベルでCNV
の検出を試みている。CNVはヒトの全ゲノム中、約13％の領域に認められ、遺伝性疾患の原因
として、近年その重要性が示唆されているものの、CNVを同定することは容易ではない。解析
手法として、定量PCRやMLPA法、SNPマイクロアレイやCGHアレイ（比較ゲノムハイブリダ
イゼーション法）などあるが、全ての難聴症例に対して、CNVをこれらの手法で検出すること
は、検査の速度、コスト面から臨床応用することは難しい。次世代シーケエンサーによるCNV
解析が多く検討されているが、その解析方法はまだ確立されていない。我々は、保険診療と同
じ次世代シーケエンサー機器を利用して、159症例中29症例（18％）にCNVを見出し、CGHアレ
イの結果と照合することで、その整合性を検討している。次世代シーケエンサーのメリット
は、大量同時解析ではあるが、より重要な点として、拡張性と発展性がある。解析対象遺伝子
を増やすこと、CNV解析を加えることで、診断率のさらなる向上が見込まれる。実際の症例を
紹介しながら、同一の診断プラットホームを利用した、1塩基からCNVまで解析するメリットに
ついて考察を加えたい。
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難聴に対する遺伝学的診断の検討

佐久間直子 1,2,3、茂木　英明 3、高橋　優宏 2、荒井　康裕 2、西尾　信哉 3、
折舘　伸彦2、宇佐美真一3

1横浜市立みなと赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
2横浜市立大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、3信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

［はじめに］ 先天性難聴は出生約1000人に１人で認める頻度の高い先天性障害のひとつであ
り、その原因のうち少なくとも50％以上に遺伝子が関与すると考えられている。遺伝性難聴の
30％は症候群性難聴であり、残りの70％は非症候群性難聴である。非症候群性難聴の原因とし
て、現在までに80以上の遺伝子と140以上の遺伝子座が報告されている。非症候群性難聴におい
ては難聴が呈するそれぞれの症状には特徴が少ないため、それらから原因遺伝子を予測するこ
とは困難である。よって、難聴に対する遺伝子診断は、感音難聴の正確な診断が早期に可能と
なること以外にも、聴力予後の予測、難聴の進行の予防、随伴症状の早期発見・治療開始が可
能となり、医学的介入に有用な情報を得られることからメリットが大きい。本邦では、2012年
より難聴に対する遺伝学的検査が保険収載され、複数の既知難聴遺伝子変異が網羅的に検出さ
れている。2015年7月まではインベーダー法による13遺伝子46変異の検出であったが、2015年8
月からはインベーダー法と次世代シーケンス法による19遺伝子154変異の検出に変更されてい
る。
今回、先天性難聴に対する遺伝学的検査の結果を用い、日本人難聴患者に見出される原因遺

伝子や遺伝性難聴の臨床所見の特徴を明らかにすることを目的とした。
［対象と方法］　2012年6月から2016年5月までに横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科を受診し、遺
伝学的検査を施行した両側感音難聴症例のうち、発端者98例を解析対象とした。98例のうち、
73例が2015年7月までに遺伝学的検査を施行しており、25例は2015年8月以降であった。97例は
両親がともに日本人であり、1例は日本人とフィリピン人の両親であった。検査時年齢は中央値
4歳（0－83歳）、発症年齢は中央値0歳（0－66歳）であった。発症は、先天性発症59例、小児期
発症31例、成人発症8例であった。遺伝形式は、常染色体優性遺伝形式15例、常染色体劣性遺伝
形式7例、弧発性76例であった。聴力レベルは、軽度から中等度感音難聴が33例、高度から重度
感音難聴が65例であった。平均聴力レベルの左右差を認めない症例は83例、左右差を認めた症
例は15例であった。6例で随伴所見を認め、網膜色素変性症3例、虹彩異色症、掌蹠角化症、両
側先天性耳瘻孔が各１例ずつであった。
遺伝学的検査は保険診療での検査に加え、直接シーケンス法を使用したGJB2またはSLC26A4

遺伝子の全エクソン領域の変異の検出を1次検査とし、２次検査でTaqMan genotyping法による
6遺伝子55変異の検出、３次検査で次世代シーケンス法を使用した既知難聴原因遺伝子63遺伝子
の網羅的解析を施行した。
［結果と考察］　遺伝学的診断が確定した症例の中では、GJB2遺伝子における変異が多く認めら
れた。また、遺伝学的検査の結果と臨床所見との関連を検討したところ、家族歴がある症例、
先天性かつ高度から重度難聴症例、両側対称性難聴症例では診断率が全体の診断率より高い結
果となったことから、このような臨床所見を呈する症例の中には遺伝性難聴症例が多く含まれ
ていると考えられた。
［まとめ］　先天性難聴に対する複数の既知難聴遺伝子変異の網羅的解析は有用であり、家族歴
が明らかな症例、先天性かつ高度から重度感音難聴症例、両側対称性難聴の症例は、遺伝学的
検査の好適応であると考えられた。
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次世代シークエンサーを用いた沖縄の難聴遺伝子解析

我那覇　章、與那覇綾乃、比嘉　輝之、鈴木　幹男
琉球大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】沖縄のような島嶼環境では、劣性遺伝形式の稀少疾患や本土と異なる変異が集積し
やすい。今回、我々は沖縄の難聴患者において、次世代シークエンサーを用いたターゲットリ
シーケンスによる網羅的難聴遺伝子解析を行った。
【対象と方法】対象は沖縄出身の難聴家系51家系154例（症候群性難聴20家系52例、非症候群性
難聴31家系102例）とした。解析対象遺伝子は、難聴の原因として報告のある既知の98遺伝子
（表１）とした。解析対象遺伝子のエクソン領域をターゲットとしてSure Select target DNA en-
richment（Agilent Technologies）を用いてキャプチャーし、次世代シークエンサーを用いて塩
基配列を決定した。ヒトゲノムリファレンス配列と異なる塩基配列の抽出、アミノ酸配列に影
響を与える変異の抽出、家系内解析、タンパク機能影響評価影響評価によりvariantを抽出し
た。多型の判定には、NCBI dbSNP、1000Genome databaseを用いた。得られたpathogenicと考
えられるvariantは、直接シーケンス法による塩基配列の確認を行った。
【結果】全51家系中25家系（症候群性難聴20家系中15家系、非症候群性難聴31家系中、10家系）
において難聴の原因と考えられるvariantを同定した（図1）。難聴の原因と考えられた遺伝子は
頻度が高い順にSLC26A4（6家系）、CDH23（3家系）、EYA（3家系）、OTOG（2家系）、NOG
（2家系）、他各1家系を認めた（図1）。日本本土の先天性難聴の原因遺伝子として最も頻度の高
いGJB2遺伝子変異は1家系のみであり、その他 149例において、GJB2遺伝子変異の保因者を認
めなかった。
【考察】今回の結果は沖縄においても症候群性難聴に対して、本次世代シークエンサーパネルが
遺伝子診断に有用である事を示している。難聴の原因遺伝子の頻度についてSLC26A4やCDH23
が難聴の原因として頻度が高い点は本土の同様の結果であった。その一方、非症候群性難聴に
おける原因遺伝子変異の同定は31家系中10家系にとどまった事や、GJB2遺伝子変異による難聴
やその保因者の解析結果は、沖縄が本土と異なる遺伝学的背景を有し、非症候群性難聴におけ
る原因遺伝子の分布が本土と異なる可能性を示唆していると考えられた。
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当科データベースにおける次世代シーケンサーを用いた
OTOF遺伝子の変異解析

岩佐陽一郎、西尾　信哉、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】OTOF遺伝子（DFNB9）は常染色体劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴の原因遺伝子で
ある。臨床像としては先天性の高度〜重度の感音難聴を呈することがほとんどであり、Audi-
tory neuropathy spectrum disorderとなることが大きな特徴である。GJB2、SLC26A4、CDH23
につぐ頻度の難聴の原因遺伝子として国内外で報告されており、本邦における重要な原因遺伝
子であるが、OTOF遺伝子はエクソン数が比較的多く、従来の解析法では多数の症例に対する
解析は困難であった。一方、最近では次世代シーケンサー（NGS: Next-Generation DNA Se-
quencing）が登場したことにより、膨大な量のデータ解析を短時間におこなうことが可能とな
っている。今回我々は、当科データベースにおけるNGSを用いたOTOF遺伝子の変異解析、そ
の有用性につき文献的考察を加えて報告する。
【対象】信州大学の難聴遺伝子データベースの中で孤発もしくは常染色体劣性遺伝形式をとる家
系内の3154人を対象とした。
【方法】OTOF遺伝子の全エクソンとスプライシング領域を含む、これまでに難聴の原因として
報告のある63遺伝子をIon PGMTMシステム（life technologies）を用いてシーケンスを行った。
【結果】OTOF遺伝子のホモ接合体もしくはコンパウンドへテロ接合体であった症例が36/3154
例（1.14％）、ヘテロ接合体であった症例が19/3154例（0.6％）であった。確定診断のついた36
症例のうち33例が高度〜重度難聴、３例が中等度難聴であった。変異の詳細としてはR1939Q変
異を有する例が34/36例であった。新規変異が８変異同定された。
【考察】今回の検討ではNGSを用いることで、これまでは困難であった多数の症例（3154症例）
に対するOTOF遺伝子の解析を行うことが可能であった。OTOF遺伝子変異による難聴と診断
された例は1.14％と従来の報告と比べるとやや少ない割合であったが、今回の解析対象の中に軽
度〜中等度難聴の症例が含まれることが関係していることが原因と思われた。同定された変異
はfounder effectにより本邦において高頻度に同定されるR1939Q変異が大多数を占めており、こ
れまでの報告と一致していた。また、新規変異も８変異同定されており、NGSによる多数症例
への解析は有効と思われた。また、今回確定診断がついた症例の中には中等度難聴の症例が３
例含まれていた。そのうち１例は右中等度、左高度難聴と左右差をもつ症例も認めた。従来の
報告ではOTOF遺伝子変異による難聴は高度〜重度難聴が主であり、軽度〜中等度難聴の報告
は比較的稀である。網羅的に解析を行うことで、非典型的な表現型の症例にも解析が及ぶこと
がNGSの有用性の１つと思われる。
【まとめ】
・孤発もしくは常染色体劣性遺伝形式の家系内3154人に対するOTOF遺伝子の変異解析の結果
を報告した。

・OTOF遺伝子変異による難聴と確定診断された例は1.14％であった。
・これまでの報告同様R1939Q変異が大多数を占めていた。
・NGSによる網羅的解析により中等度難聴の中にもOTOF遺伝子変異による症例があることが
示された。
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全エキソーム解析で見出された新規難聴原因遺伝子と考えられる
CDC14A遺伝子変異症例

吉村　豪兼 1,2、宇佐美真一 1

1信州大学　医学部　耳鼻咽喉科、
2Molecular Otolaryngology and Renal Research Laboratories, Department of Otolaryngology -

Head and Neck Surgery, University of Iowa

【はじめに】
遺伝性難聴の原因遺伝子は現在までに80種類以上が報告されている。近年遺伝学的検査は、

ターゲットリシーケンシング解析を用いた次世代シーケンス法の登場により既知の難聴原因遺
伝子を網羅的にかつ効率的に解析できるようになり、当教室をはじめ多くの報告がなされてき
た。さらにここ数年は様々な分野において目的遺伝子だけではなく、全遺伝子のエキソーム解
析により新規原因遺伝子の報告が急速に増えてきている。今回我々は遺伝性難聴家系に対して
全エキソーム解析を用い、これまでに難聴原因遺伝子として報告のないCDC14A遺伝子変異を
見出し、検討を加えたので報告する。
【症例】
常染色体劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴の近親婚の2家系に対し、まずはターゲットリシーケ

ンシング解析により既知の難聴原因遺伝子に対する遺伝学的検査を行ったが病的変異は同定さ
れなかった。次に2家系ともに罹患者、非罹患者一人ずつに対して全エキソーム解析を行い、そ
れぞれの罹患者のみにCDC14A遺伝子変異が同定された。2家系のうち、先天性高度〜重度難聴
を呈する症例においてはナンセンス変異（p.R376X）がホモ接合体で同定され、進行性でかつ、
後に高度〜重度難聴を呈する症例においてはミスセンス変異（p.R312G）がホモ接合体で同定さ
れた。2症例のうち、タンパク質の機能に及ぼす影響が大きい変異ほど発症年齢が低くなる傾向
にあり、遺伝型と表現型の相関を考慮しうる結果となった。また2つの変異はいずれも新規変異
であり、さらに家系内においても直接シーケンス法にて変異解析し、矛盾ない結果であった。
CDC14A遺伝子の内耳における局在は動物モデルにおいてRNAシークエンスの結果のみ報告さ
れており、有毛細胞への発現が示唆されるものであった。そこでより詳細なCdc14a遺伝子の局
在を確かめるため、野生型マウス蝸牛において免疫染色を施行し、2日齢で動毛、および支持細
胞への発現が確認された。また15日齢では支持細胞にのみ発現がみられ、動毛の消失によって
同部位に発現がみられなくなったものと考えられた。
【考察】

CDC14A遺伝子は一般的にcell cycle progressionに必要とされている。動毛は有毛細胞の不動
毛形成において重要な役目を果たしており、CDC14A遺伝子の局在として矛盾ないものと考え
られ、同遺伝子変異により難聴をきたすメカニズムを支持するものであると考えられた。（本報
告は米国The University of Iowa, Dr. Richard Smithとの共同研究の成果である）
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テーマセッション８　Keynote lecture
工   穣

平成 6年 弘前大学医学部医学科 卒業
平成 9年 オスロ大学（ノルウェー）留学
平成12年 信州大学医学部耳鼻咽喉科 助手
平成15年 信州大学医学部耳鼻咽喉科 講師
平成21年 信州大学医学部耳鼻咽喉科 准教授

遺伝子の発現変化や調節機構から中耳真珠腫の成因を考える
〜mRNAスプライシング・バリアントとDNAメチル化の検討〜

工　　　穣、西尾　信哉、鈴木　宏明、宇佐美真一
信州大学医学部耳鼻咽喉科

中耳真珠腫の成因については多くの研究がなされているが、いまだ細部まで解明されてはい
ない。腫瘍の発生においては様々な遺伝子発現が関係していることが明らかにされてきている
が、真珠腫に関してはケラチノサイトなど未だいくつかの遺伝子発現上昇についての報告が散
見される程度である。DNAマイクロアレイ技術を用いた網羅的発現解析に関する研究も進んで
いるが、組織特異的あるいは疾患特異的な遺伝子発現までは未解明である。ヒト遺伝子は約２
万２千個であるが、その10〜20倍のmRNAスプライシング・バリアントが半数以上の遺伝子に
存在し、組織特異性や疾患特異性を高めているとされている。DNAマイクロアレイ技術の発展
により、それぞれの遺伝子の個々のエクソン毎にプローブが設計されたエクソンアレイが開発
され、各エクソン部分の発現差異を調べることで転座やスプライシング・バリアントの検出が
可能となった。
一方で、DNA配列そのものを変更せずに遺伝子発現を調節する遺伝性の修飾であるエピジェ

ネティックな DNAメチル化は、幅広い生物学的プロセスや遺伝病の調節メカニズムとして機能
しており、不規則なメチル化パターンはある種の癌と相関があることが明らかにされている
が、真珠腫組織におけるメチル化パターンは未だ明らかにされていない。CpGアイランドおよ
びプロモーターマイクロアレイの開発により、全ゲノム規模での DNAのメチル化の検出や、遺
伝子発現調節および調節ネットワークの発見と確認、DNAメチル化に関連する分子の発見と特
徴分析、DNAメチル化と転写制御によるターゲット遺伝子の作用機構および治療活性の解明な
どが可能となった。
今回我々は、１）ヒトゲノムエクソンアレイを用いた中耳真珠腫組織におけるmRNAスプラ

イシング・バリアントの検討、２）CpGアイランドおよびプロモーターマイクロアレイを用い
た中耳真珠腫組織におけるDNAのメチル化検出を試み、遺伝子の発現変化や調節機構から中耳
真珠腫の成因を検討したので報告する。
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テーマセッション８　Keynote lecture
神﨑 晶

平成6年4月 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科入局
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） 
うち平成11年4月-平成13年3月 ミシガン大学クレスゲ聴覚研究所ラファエロ研究室に留学
平成24年１月 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科専任講師 現在に至る。

耳小骨における骨吸収と破骨細胞について臨床的意義を考える

神﨑　　晶
慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科

【背景】吸収と形成のバランスが保持されることにより、骨形態と機能が維持される。中耳・耳小骨も同様であ
る。慢性中耳炎に伴う耳小骨溶解や耳硬化症におけるアブミ骨固着は破骨細胞の増加によって骨代謝のバランス
が崩壊し骨吸収が活性化されると考えられている。
近年、骨代謝学の進歩により、中耳や内耳における骨代謝について解明されつつある。分子生物学の進歩によ
り、マウスの耳小骨の破骨細胞数を増減させることによって耳小骨の形態変化と聴覚機能について検討してき
た。破骨細胞の分化には骨芽細胞に発現するreceptor activator of nuclear factor kappa B ligand（RANKL）と
いうシグナルからの刺激が必須である。RANKLは、破骨細胞前駆細胞に発現する受容体RANKと結合して分化
を誘導し、その結果、前駆細胞同士の細胞融合を経て多核の破骨細胞が形成される。一方、Osteoprotegerin
（OPG）はRANKと競合してRANKLと結合して破骨細胞分化を抑制する（図1）。Opgノックアウトマウスで
は、OPGが欠損しているため、RANKLによって刺激されたRANKの下流シグナルが増強し、前駆細胞から破骨
細胞への分化誘導が亢進する。破骨細胞が増加すると骨吸収が過剰になり、代償性に骨形成も亢進するが追いつ
かず、骨量が減少する。このような破骨細胞数を増加させたマウスでは、耳小骨は狭小化し、アブミ骨底板の骨
吸収が進行して固着が生じる。その結果として難聴となることが考えられた（Kanzaki S, et al. 2006）。さらにこ
のマウスに骨粗鬆症薬を投与したところ、耳小骨形態が正常に近くなり、難聴の進行を予防しえた（Kanzaki S,
et al. 2009）。一方、破骨細胞数を減少させても軟骨細胞が貪食されないまま耳小骨径が肥大し、耳小骨が中耳壁
と接触したことによって可動性が低下し難聴となった（Kanzaki S, et al. 2011）。以上より、耳小骨における破骨
細胞数の制御は耳小骨形態を変化させて聴覚機能にも大きな影響を与えることを示してきた。
慢性中耳炎、耳硬化症と異なり、真珠腫性中耳炎における骨吸収については破骨細胞の関与も考えられるもの
の、破骨細胞は活性化されていないとする報告もあり（Koizumi H, 2016）、その機序はより複雑であると考えら
れる。今後のさらなる研究が待たれるところであるが、今回は耳小骨・中耳における骨吸収の機序について臨床
的意義を考える。
（われわれの研究は全て慶應義塾大学医学部共同利用研究室　松尾光一教授との共同研究である。）

【文献】
1）Kanzaki S, Ito M, Takada Y, et al. Resorption of auditory ossicles and hearing loss in mice lacking osteoprote

gerin. Bone. 2006; 39（2）: 414-9. 
2）Kanzaki S, Takada Y, Ogawa K, et al. Bisphosphonate therapy ameliorates hearing loss in mice lacking os-

teoproteg erin. J Bone Miner Res. 2009; 24（1）: 43-9. 
3）Kanzaki S, Takada Y , Niida S et al. Impaired vibration of auditory ossicles in osteopetrotic m ice. Am J

Pathol. 2011; 178（3）: 1270-8. 
4）Koizumi H, Suzuki H, Ikezaki S, et al. Osteoclasts are not activated in middle ear cholesteatoma. J Bone

Miner Metab. 2016; 34（2）: 193-200.
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中耳疾患の診療において撮影されたMRI拡散強調画像の検討

藤原　敬三 1、内藤　　泰 1、竹林　慎治 1、原田　博之 1、道田　哲彦 2

1神戸市立医療センター　中央市民病院　耳鼻咽喉科、2先端医療センター　耳鼻いんこう科

【はじめに】
外来診療において真珠腫を疑った場合、まずはCTを撮影するのが一般的であるが、CTのみ

では質的診断は困難であり真珠腫の進展範囲も明確にはわからないことがある。近年、中耳真
珠腫の画像評価としてMRI拡散強調画像が有用であると報告されており、当科でも診療補助と
してMRIを撮影する場合があるが撮影基準を明確に設けているわけではなく、外来診療担当医
の判断によって適宜施行されているのが実情である。今回、当科外来で撮影されたMRIについ
て検討し、どのような場合に検査を行えば有用であるかを考えてみたので報告する。
【対象と方法】

2012年9月から2016年5月までに当科外来で撮影されたMRI拡散強調画像（diffusion-weighted
image: DWI）66耳 78画像を検討対象とした。撮影はシーメンス社製MRIを用いHalf-Fourier-ac-
quisition single-shot turbo-spin-echo（HASTE）法で行われていた。66耳のうち初回MRI撮影時
点で過去に中耳手術を受けていない症例が15耳、残る51耳は術後耳であった。66耳の初回MRI
撮影（66画像）の撮影目的とその後の経過、複数回撮影した症例での検査結果の変化を確認し
た。
【結果】

MRI検査を行うに至った診療過程を検討したところ、当科で手術を行った中耳真珠腫の術後
評価として検査したものが41耳と最も多く、次いで、外来診療における質的診断目的が13耳、
手術がすでに決定している状態での術前評価の追加検査として行ったものが12耳であった。
中耳真珠腫の術後評価として検査した41耳のうち14耳で高信号領域が認められたが、3耳は前

回手術時に真珠腫を取り切れなかった既知の真珠腫、5耳は再手術を行い4耳が遺残真珠腫、1耳
はコレステリン肉芽腫であった。残る6例は遺残真珠腫を疑っているが、患者の希望があり経過
観察を継続しており、定期的にMRIを撮影している。再検査を行っていると1例で高信号領域が
拡大しており、今年中に再手術の予定である。
外来診療において質的診断のために行った13耳では5耳で高信号領域を認めた。この5耳は、

高齢、既往症、患者の希望などから手術を行っていないが臨床診断とも合致し真珠腫であると
考えている。残る8耳は高信号領域を認めず、7耳は慢性中耳炎、鼓室硬化症、くも膜嚢胞、中
耳良性腫瘍など真珠腫ではないと判断しているが、1耳は鼓膜後上象限の陥凹を認めstageIaの緊
張部型真珠腫であると判断している。
術前評価の一つとして検査を行った12耳のうち高信号領域を認めて真珠腫と判断した9耳は全

例真珠腫であった。高信号領域を認めなかった3例のうち2例は予定された第二次手術前の検査
であり、1例で術中に遺残真珠腫を認めた、残る1例は癒着性中耳炎術後の鼓膜再穿孔例で術中
にも遺残上皮を認めなかった。
【考察】

MRI拡散強調画像は真珠腫の有無を評価するのに有用であるとされており、当初の予想通り
術後の経過観察目的で検査を行うことが多かった。術後耳では中耳の形態が正常構造と異なっ
ており乳突腔には瘢痕や充填物があることからCTのみでは真珠腫遺残の有無を必ずしも判断で
きない場合がありMRIで評価を行うことが有用であると考える。ただし、MRIで高信号領域を
認めたため再手術を行った5例のうち1例はコレステリン肉芽腫であり、従来の報告どおり疑陽
性が存在することを認識した。本症例は乳突腔の限局した高信号領域でありMRIで経過観察を
行って増大すれば手術を行うという方針も選択できたと思われ、MRIでの評価により思いがけ
ず高信号領域を認めた際にはその後の対応につき検討が必要であると思われた。逆にMRIで高
信号領域を認めない場合はdebrisを含む大きな真珠腫はないと判断できる。ただし偽陰性も存在
し、今回のようにdebrisを認めない初期の真珠腫や小さな真珠腫では高信号領域を認めない場合
があり、臨床所見をふまえて診療を行い、真珠腫を疑う場合は定期的な経過観察が必要である
と思われた。
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弛緩部型真珠腫Stage Ibに対する内視鏡下手術
─耳小骨連鎖は保存するべきか？─

水足　邦雄、丹羽　克樹、栗岡　隆臣、瀧端　早紀、塩谷　彰浩
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。また低侵襲で審
美的な利点も持つことから、従来は外来で経過観察がされることも多かったStage I症例でも、
十分な説明の後に内視鏡手術を希望されることが増えており、これら早期の症例に対しても積
極的にTEESを行っている。早期の弛緩部型真珠腫の症例では、耳小骨連鎖が保たれ、かつ術前
の気骨導差が大きくない症例も多く見られる。このような症例に対する I型による手術は、繊細
な剥離操作を必要とされる耳小骨連鎖保存において、内視鏡の特性を最も活かせる手技と考え
積極的な連鎖保存を行っていた。これらの症例では、満足できる真珠腫の摘出および聴力成績
が得られているが、一方で最近術後経過によっては、鼓膜の再陥凹や部分癒着が見られる症例
（付図）があることが気になるようになってきた。この原因として、耳小骨連鎖を保存した場
合、内視鏡を用いたとしても鼓室前方の換気ルート（特にcogおよび tensor fold）を十分に開放
することが難しいからと考えた。また、TEESによる弛緩部型真珠腫手術では、削除したscu-
tumを軟骨を用いて再建する術式が一般的であるが、このような術式の場合術後の鼓膜陥凹が生
じることは再形成性真珠腫発生の母地となるため望ましくない。そこで、今回弛緩部型真珠腫
Stage Ibに対してTEESを行った10症例（I型5症例、IIIc型5症例）を比較した。その結果、聴力
成績においてはI型とIII型に差はなく、III型でも十分満足できる聴力成績が得られた。術前に気
骨導差をほとんど認めなかった症例でも、耳珠軟骨によるコルメラでの伝音再建で術前と同等
の聴力域値が得られている。また III型では、現時点で術後に鼓膜の陥凹や癒着を認めた症例は
なく、十分な換気ルートの開放が行えることによると思われた。以上より、術前に気骨導差は
あまり認められなくても、鼓室内の換気ルート確保に不安がある場合には、III型で手術を行う
ことが望ましいと考えられた。
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中耳真珠腫に対する外耳道後壁削除・軟組織再建鼓室形成術後の
聴力改善に術後乳突洞再含気化は重要か?

増田　正次 1,2、大石　直樹 2、松田　雄大 1、藤岡　正人 2、中村　健大 1、松崎佐栄子 1、
松本　丈武1、鈴木　法臣1、小川　　郁2、齋藤康一郎1

1杏林大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、2慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室

【緒言】
中耳真珠腫の術後に良好な聴力を達成するため、生理的な解剖学的構造や全中耳腔換気能を再現すべきとして
術式に組織工学を含め様々な工夫を加える報告もあれば、乳突開放型鼓室形成術のように非生理的な形態であっ
ても術後聴力成績に影響はないとする報告もある。つまり、乳突洞と乳突蜂巣（乳突洞/蜂巣）の術後再含気化
が術後聴力に影響を与えるとする意見と、与えないとする意見が存在する。外耳道後壁削除・軟組織再建鼓室形
成術（Canal Wall Down Tympanoplasty with Soft Wall Reconstruction, CWD-SWR）を行う術者にとってはど
ちらの立場で手術を行うべきか明確にしたい。なぜならCWD-SWRでは術後中耳の含気化は各症例の中耳換気能
によって変化し、特殊な乳突洞/蜂巣含気化の工夫を全症例に行わない限り、一定の割合で乳突洞/蜂巣非含気化
症例ひいては聴力不良症例が生じる可能性があるからである。今回我々はCWD-SWRにおいて乳突洞/蜂巣の含
気化が術後聴力に影響するか明らかにするため、対象をCWD-SWR施行例の中でもIIIcとIIIi症例に限定し、さら
に術者間での聴力成績の差を抑えるため演者と第2演者が施行した症例に限定した。また中耳真珠腫症例では乳
突蜂巣の発育が極めて不良で術前からほとんど蜂巣が存在せず、術後の再含気化を評価しかねる症例があるた
め、術後再含気化の評価を乳突洞のみとして聴力との関係をretrospectiveに分析した。
【方法】
＜対象＞上述のように限定した症例かつ術後1年を経過し、CTによる乳突洞の含気と聴力レベル（HL）が評価
可能な症例を対象とした。術後乳突洞の含気化の有無により含気群と非含気群に分けた。
＜聴力評価＞平均HLは0.5、1、2、3 kHzの平均値を用いた。3 kHzのHLは2 kHzと4 kHzの平均値で代用した。
気骨導差（A-B gap）は同時に測定した気導HLと骨導HLの差として算出し、平均A-B gapは前述4周波数におけ
る値の平均値を用いた。術前後での平均HLまたは平均A-B gapの変化は術前の値－術後の値とした。各値は平
均±標準偏差で表記した。A-B gapの程度によって症例を4群に分けた頻度分布も記載した。
【結果】
表1から3に示したような結果が得られた。

【考察】
比較対象群での術前A-B gapの差が結果に影響した可能性はあるが、術後A-B gap 0-20 dB程度の聴力成績を

求めるなら乳突洞の含気化にこだわる必要はないものの、術後A-B gapが10 dB以内という非常に良好な聴力成
績を得るためには乳突洞の含気化に努める必要がある。
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Management of Petrous Bone Cholesteatoma

Simon KW Lloyd
Professor of Otology and Neurotology Manchester Skull Base Centre 

Salford Royal Hospital UK

Introduction
When cholesteatoma extends medial to the otic capsule it becomes a petrous bone

cholesteatoma. They may be congenital or acquired. Fortunately they are rare as they provide
significant challenges in management. This is mainly because of the difficulties in accessing dis-
ease whilst preserving function and because of the challenge of removing cholesteatoma matrix
from critical structures such as the facial nerve, major vessels and dura. In addition, post-oper-
ative monitoring for recurrence is challenging.

Methods
The records of 64 patients with petrous bone cholesteatoma were retrospectively examined.

There were 35 right ears and 29 left ears. Thirty seven were acquired and 27 were congenital.
The mean age at surgery was 44 years (range 10 to 87 years). Mean follow up was 3.4 years.
Disease was classified according to the Moffat classification. All patients were followed up using
diffusion weighted magnetic resonance imaging.

Results
Forty six percent were supralabyrinthine. Eighteen percent were infralabyrinthine and 33%

were massive labyrinthine. Amongst the whole cohort, all structures within or adjacent to the
temporal bone were involved. This included facial nerve (80%), Dura (70%), internal auditory
meatus (45%), Semicircular canals (47%), Cochlea (28%), Jugular bulb (23%), internal carotid artery
(20%). For hearing preservation cases, a subtotal petrosectomy +/- middle fossa approach was
generally used (30%). In those with no hearing, a translab/transotic or transcochlear approach
was generally used (54%). 65% of cases underwent blind sac closure. The rest were left with an
open mastoid cavity. In all bar one case, a macroscopic clearance of disease was achieved al-
though it was not uncommon for the matrix to be very adherent to major structures and it was
not always possible to be certain that all matrix was removed. Over the follow up period, clinical
evidence of recurrence was found in 10% of cases. DWI imaging, however, identified recurrence
in 38% of cases. 50% of these were small or stable recurrences that did not require further sur-
gery. The remaining 50% of recurrences were re-explored to remove residual disease.

Conclusion
Petrous bone cholestatoma is very challenging disease to deal with. Because of the involve-

ment of major structures within or adjacent to the temporal bone, confident removal of all matrix
is not always possible if pursuing optimal functional preservation. Most of the current literature,
without use of DWI MRI, significantly under-estimates the recurrence rates of this disease. Re-
currences may not progress and may not need resection but, if growing, are usually easily dealt
with as long as they are large enough to find but small enough not to involve too many critical
structures.
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テーマセッション９　Keynote lecture
伊藤壽一

現職名   滋賀県立成人病センター研究所 所長

昭和50年 京都大学医学部卒業
昭和58年 京都大学大学院医学研究科博士課程（外科系専攻）修了
昭和58〜60年 米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校留学（神経内科助手）
昭和60年 京都大学医学部付属病院勤務（耳鼻咽喉科講師）
平成２年 大津赤十字病院勤務（耳鼻咽喉科・気管食道科部長）
平成12年 京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授
平成27年4月 滋賀県立成人病センター研究所 所長

新規人工聴覚器（人工聴覚上皮）の開発
〜HIBIKIプロジェクト〜

伊藤　壽一 1、西村　幸司 1、扇田　秀章 1、十名　洋介 2、中川　隆之 2

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

【目的】　本研究の目的は、高度難聴および中等度難聴に対する新しい治療方法として、
Micro/Nano-Electro-Mechanical Systems（MEMS/NEMS）を用い、完全埋め込み可能であり、
外部電源を必要としない人工聴覚器を開発することである。
【緒言・方法・結果】聴覚障害は、最も頻度の高い身体障害であり、今後の高齢化社会を見据え
ても、切実な社会的問題といえる。聴覚再生が困難な理由のひとつに、一旦喪失した有毛細胞
が再生しないことが知られており、有毛細胞再生に関する生物学的研究が多々行われており、
一部有望な結果が得られているが、臨床応用までの距離は遠いのが実状である。我々は超微細
加工技術であるMicro/Nano-Electro-Mechanical Systems（MEMS/NEMS）の進歩に着目し、
生体における有毛細胞の役割、すなわち、物理的な刺激である音響刺激を神経信号（電気信
号）に変換する役割を再現できる新規人工聴覚器（圧電素子膜）を開発した。開発したデバイ
スでは、ナノスケール膜厚の圧電素子が蝸牛基底板直下に留置され、蝸牛基底板振動が圧電素
子の歪みを誘導し、電力が生じる。この電力により、蝸牛神経（ラセン神経節細胞）が刺激さ
れ、音響刺激が中枢に伝えられる。作製した圧電素子膜に対し音刺激を与えると膜は振動し、
振動の振幅に応じた電位を発生することが確認された。また膜の振動は周波数特異性を有する
ことも分かった。本圧電素子膜の振動で生じた電位を増幅し、モルモット蝸牛へ埋め込んだ電
極から蝸牛神経を刺激すると電位依存性聴性脳幹反応（eABR）を記録することができた。我々
は本圧電素子膜を有する新規人工聴覚器を「人工聴覚上皮、HIBIKIデバイス」と名付けた。今
回の発表では人工聴覚上皮からの出力を蝸牛神経（ラセン神経節細胞）に伝える刺激部分（電
極）に関する研究を行った。種々の形態を持った電極を作成し、蝸牛神経刺激実験、手術侵襲
の検討、電極の蝸牛内固定・安定性の検討を行った。具体的にはらせん神経節部に電極を刺入
するため、刺入部の形状および長さの異なる11種類の電極を、モルモットに刺入して、刺入に
至適な形状を検討したのでその結果を報告する。
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テーマセッション９　Keynote lecture
In December 2015 Peter Roland, MD retired as Professor and Chair, Department of Otolaryngology
– Head and Neck Surgery, University of Texas Southwestern Medical School, where he now holds
the position of Emeritus Professor.
His specialties include Otology and Neurotology. He has research interests in cochlear implantation
and infectious ear disease. He has authored over 230 peer reviewed articles, over 60 book chapters
and 4 books. He is the recipient of numerous honors and awards including Americaʼs Top Doctors,
Guide to Americaʼs Top Physicians, Best Doctors in Dallas, Super Doctors, the George E. Shambaugh
award, the Michael Glasscock award, the Michael Paparella award and the American Academy of
Otolaryngology - Head and Neck & Surgeryʼs Humanitarian award.

Anatomy of the Round Window Niche and basal end of Scala Tympani

Peter Roland, C Gary Wright
Dept. of Otolaryngology - Head & Neck Surgery, University of Texas Southwestern Medical

Center, German Hearing Center, ENT-Department

Conservation of residual hearing has become an increasingly important goal in cochlear sur-
gery. Successful hearing conservation requires careful preservation of intra-cochlear soft tissues.
A non-traumatic entry into scala timpani, without injury to the spiral ligament, the organ of
Corti, the osseous spiral lamina, the modiolus, and the common cochlear vein are prerequisites
to a traumatic electrode insertion.  The round window insertion has become increasingly popular
for hearing conservation surgery. Aspects of round window (RW) anatomy that are relevant to
its use as a portal for atraumatic insertion of cochlear implant electrodes will be presented.  The
results of anatomic studies done in our laboratory and elsewhere will be used to illustrate the
relevant anatomic features of this portion of the cochlea and features of particular relevance to
cochlear implantation will be emphasized.  Our studies have shown that RW membrane area is
typically increased by a factor of 1.5 to 3 times after drilling and by as much as 13 times when
the opening of the RW niche is unusually small. Observations from within scala tympani showed
substantial variability in size of the RW opening available for electrode insertion. In addition, Ir-
regularities in contour of the RW margin may make insertion challenging, which may necessitate
drilling the anterior-inferior margin of the RW. Drilling in this region should be approached with
care due to the close proximity of the cochlear aqueduct opening.  The correct angle of insertion
( posterior superior to anterior inferior) is necessary to prevent contact with and injury to modi-
olus and to mininmize the risk of tip fold over of the electrode array. 

RW insertion can be performed in a manner that is potentially less traumatic than
cochleostomy insertion. It may therefore be advantageous in cases in which hearing preservation
is the goal.
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高齢者における聴力改善手術がQOL・認知機能に及ぼす影響

太田　有美 1、森鼻　哲生 1,2、岩本　依子 1,3、今井　貴夫 1、佐藤　　崇 1、
岡崎　鈴代1、諏訪　圭子1

1大阪大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、
2国立病院機構　大阪医療センター、3大阪府立母子保健総合医療センター

＜目的＞
難聴があるとコミュニケーション障害を生じ、意欲の低下やうつ症状につながり、QOLの低下を招

く。特に高齢者にとっては、難聴によるコミュニケーション障害は引きこもり、うつ症状につながり、
社会的からの隔離をも生み出すことになる。難聴が認知症発症のリスクファクターになるとのprospec-
tive studyもある。（Lin FR et al, Arch Neurol. 2011）したがって高齢者における難聴治療がQOL改善
に寄与すると考えられる。本研究では、高齢者における聴力改善手術によるQOL改善度の評価を行っ
た。
＜対象と方法＞
対象は2013年4月〜2014年12月までに大阪大学医学部附属病院にて聴力改善目的の手術（鼓室形成

術、アブミ骨手術、人工内耳埋め込み術）を受けた65歳以上の症例である。
術前、術後1年、術後2年に聴力、聴覚的QOL、認知機能、うつ傾向の評価を行った。聴力は純音聴力
検査または音場での人工内耳装用閾値、聴覚的QOLはNICQ（the Nijmegen cochlear implant question-
naire）、認知機能はMMSE、うつ傾向はSDS、GDS、やる気スコアによって評価した。
＜結果＞
聴力の改善度とNCIQ各項目の改善度には相関がみられた。SDS改善度と「音の検知」「活動」には比

較的強い相関を認めた。人工内耳群、中耳手術群（鼓室形成術・アブミ骨手術）ともNICQの全ての項
目：「音の検知」「音の認識」「音声産生」「自尊心」「活動」「社会的相互作用」において術後有意に改善がみ
られた。ただし、中耳手術群に比べ人工内耳群は術前、術後とも点数自体は有意に低くかった。MMSE
は人工内耳群で術後点数の改善が見られた。
＜考察＞
中耳手術群は人工内耳手術に比べると聴力の改善度は少ないが、聞こえに関するQOLは改善してお

り、高齢者においても手術により聴力改善を図ることは重要であると考えられる。MMSEの点数の改善
もみられたが、聞こえが悪いことで点数自体が低く出る可能性と、聞こえを回復することで認知機能の
悪化を遅らせることができる可能性の両方が考えられる。
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Auditory neuropathy spectrum disorder３児の
人工内耳EABR波形の検討

南　修司郎 1、山本　修子 1,2、細谷　　誠 1,2、松永　達雄 2、加我　君孝 2,3

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

3国際医療福祉大学クリニック　言語聴覚センター

【はじめに】Auditory Neuropathy Spectrum Disorder（ANSD）は新生児聴覚スクリーニング
（新スク）でOAE（＋）、ABR（－）とする疾患概念である（Northen, 2008）。我々は、ANSD
を３つのタイプに分け、人工内耳（CI）の適応を考えている。タイプ Iは新生児期にはOAE
（+）、ABR（－）であるが、発達とともにABR（＋）となり良好な聴覚言語を獲得する。タイ
プIIは発達とともにOAEが消失し高度感音難聴に進行し、CIの良い適応である。タイプIIIは成
長してもOAE（+）、ABR（－）が維持されるタイプで、言語発達が良好なタイプと不良なタイ
プがある（Kaga, 2016）。
【目的】CI手術を行ったANSD３症例5耳の術中EABR反応を、GJB2遺伝性難聴3症例4耳のCI術
中EABR反応と比較しANSDの病態を考察する。
【ANSD症例1】新スクは受けていない。言葉の遅れより1歳8ヶ月で難聴を診断され補聴器
（HA）装用開始となる。ABR無反応、OAE反応あり、ASSR 閾値は両側70∼80dBであった。
HA装用閾値は 70dB程度で発語も出てこないため3歳5か月時に右CI手術（Medel）を行った。
現在７歳で、Categories of Auditory Performance（CAP）スコアは5点である。
【症例2】新スクreferであった。OAE正常反応であったが、ABR無反応であった。OTOF遺伝子
変異を認めた。HA装用閾値が80dB程度であり、1歳10か月で右CI（Medel）、3歳時に左CI
（Medel）手術を行った。現在3歳10か月で、CAPスコア4点である。
【症例3】新スク（OAE）はパスであった。1歳半検診で指摘され、ABR無反応、ASSR高度難聴
であったが、DPOAEは正常反応であった。COR100dB程度であり、HA装用効果は十分でなか
ったため、2歳3ヶ月時に右CI（AB）、2歳10か月時に左CI（AB）手術を行った。現在、2歳11
か月であるが、CAPスコア４点と聴覚反応を認めている。
【結果】全ての症例でeV波を確認することができた。いずれの症例も蝸牛頂側での刺激が最も明
瞭なEABR波形であり、eV波の潜時も短った。ANSD群のeV波の平均潜時は4.57±0.18msで、
GJB群の4.16±0.12msに比べると有意に長かった（p＜0.01）。
【考察】ANSDに対するCI効果は、様々な報告が見られる。それはANSDの病態が一つではな
く、様々であるからだと思われる。延長したeVもANSDの一つの病態を表していると思われ
る。
【謝辞】言語聴覚士榎本千江子先生、加藤秀敏先生に感謝申し上げます。
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両側人工内耳症例における蝸牛容積と残存聴力との
関連についての検討

高橋　優宏 1、磯野　泰大 1、荒井　康裕 1、佐久間直子 1、折舘　伸彦 1、宇佐美真一 2

1横浜市立大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
2014年小児人工内耳適応の変更後、対側埋込症例が増加している。現在、当院では奇形など

の構造上問題のない人工内耳症例は全て、正円窓アプローチによる低侵襲人工内耳手術を施行
しており、昨年の本会において聴力温存の予測因子として蝸牛容積について検討し、その可能
性について言及した。今回、当院における両側人工内耳症例において蝸牛容積と残存聴力につ
いて検討し、報告する。
【対象と方法】

2014年4月〜2016年3月の2年間、当院で2側目の人工内耳埋込術を施行した小児8症例（内耳
奇形症例は除外）を対象とした。蝸牛開窓は8症例全て正円窓アプローチで行い、ステロイドは
局所投与のみ施行した。電極は全てFlex電極を使用した。残存聴力の評価は人工内耳術後3か月
の裸耳低音3周波平均を用い、complete hearing preservation : ＜ 10 dB、partial hearing preser-
vation : 11－ 20 dB、hearing loss :  21 dB ＜とした。蝸牛容積の測定は昨年の本会で言及した富
士フィルム株式会社製の三次元画像解析システム・ボリュームアナライザーであるSYNAPSE
VINCENTを用いた。ソフト内の3Dビューワー機能で内耳MRI T2強調画像を3次元データ化
し、蝸牛のみのデータとなるよう、方向を変えながら数回トリミングを行い、抽出した領域内
の容積を蝸牛容積とした。
【結果】

8症例16耳について残存聴力評価は、complete hearing preservation 50％、partial hearing
preservation 25％、hearing loss 25％であった。蝸牛容積は71 mm3 〜115mm3  であり、過去の
報告と同様の範囲内であった。また、各症例の蝸牛容積の左右差はなく（p=0.215）、また残存
聴力の左右差はなかった（p=0.709）。蝸牛容積70 mm3以上でhearing loss症例は1例2耳であっ
た。
【考察】
残存聴力活用型人工内耳（EAS）が保険診療になり、低侵襲人工内耳手術による聴力温存・

蝸牛形態温存の重要性が増している。本検討では蝸牛容積の左右差はなく、測定の妥当性が示
された。また残存聴力に関して左右差を認めず、個体に起因する因子が示唆された。昨年の本
会で術後残存聴力に関する蝸牛容積の最適域値は70 mm3と報告しているが、本症例のうちhear-
ing loss症例は1例2耳であり、蝸牛容積が残存聴力予測因子の1因子となりうることが示唆され
た。
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残存聴力活用型人工内耳（EAS：Electric Acoustic Stimulation）
における残存聴力と聴取成績

茂木　英明 1、宮川麻衣子 1、西尾　信哉 1、塚田　景大 1、工　　　穣 1、
岩崎　　聡2、宇佐美真一1

1信州大学　医学部　耳鼻咽喉科、2信州大学　医学部　人工聴覚器学講座

【はじめに】
残存聴力活用型人工内耳（EAS: electric acoustic stimulation）は、2014年7月に保険収載され

て以降、広く施行されるようになり、高音急墜あるいは漸傾型難聴の症例に対し、有力な補聴
手段の一つとなった。低音部に残存聴力があるため、従来の人工内耳手術と比較して、蝸牛機
能を温存するために、低侵襲人工内耳手術を行うことが重要である。昨年の本学会において、
術後１ヶ月の早期に閾値上昇を認めること、さらに長期の観察においては、低音部の難聴が進
行する症例と、比較的安定に経過する症例があることを報告した。今回我々は、当施設で実施
されたEAS症例の長期経過について、残存聴力と聴取成績に関する検討を行ったので報告す
る。
【対象】
当科において2009年11月から2012年9月までに手術を行い、その後の長期の経過を評価しえた17
症例。インプラントはMED-EL社製PULSAR CI100、電極はFLEXeas（24mm）を使用した。
【方法】

EAS埋め込みは正円窓アプローチで行った。プロセッサの調整は低音部の残存聴力が65dBに
あたる周波数を電気刺激部の下限周波数とすることを基本とし、経過により患者の希望を加味
して調整を行った。評価については、純音聴力検査、EAS、ES（電気刺激）、AS（音響刺激）
条件での装用閾値、語音聴取検査（67-S、CI2004）を行った。
【結果】
装用後１年までの聴取成績は経時的に改善を認め、ES単独よりもEASの方が良好であった。

それ以降、長期の経過においてもES、EASともにさらなる改善を認めた。
長期経過で低音部の残存聴力の難聴が進行した症例では、ASが聴取に寄与する部分は相対的

に減少するが、それでもなおES単独よりもEASでの聴取成績がわずかながら良好であった。AS
をより聴取に活用できる症例が、雑音下での聴取が優れている傾向が見られた（図）。
【考察とまとめ】

EAS装用後１年以降の長期でも、さらなる聴取成績の向上を認め、ASとESのバランスなど、
マッピングの方法の探索も重要なテーマと考えられた。低音部の難聴が進行し、限定的な音響
刺激（AS）が人工内耳刺激に加えられるだけでも、聴取成績の向上が見込まれることが示唆さ
れた。低音部聴力がASによる補聴では不十分と考えられる症例において、たとえ語音聴取検査
で明確な差が得られなくとも、ASを加えると聴きやすいという感想も多く、音響刺激が人工内
耳の聴取に与える影響について、今後検討が必要と思われた。
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テーマセッション10　Keynote lecture
池園哲郎

1992年 日本医科大学耳鼻咽喉科学 大学院 卒業
1992年 米国 National Institutes of Health（NIH）に Visiting Fellowとして留学
1995年 群馬県伊勢崎市民病院 耳鼻咽喉科 医長（3年間）
2000年 日本医科大学耳鼻咽喉科学 講師
2011年 埼玉医科大学耳鼻咽喉科学 教授

外リンパ瘻　疾患概念の国際的な比較と今後の展望

池園　哲郎
埼玉医科大学耳鼻咽喉科

近年、外リンパ瘻には診断・治療に関して新たな展開がみられ、今まで以上に注目すべき疾患となっている。
本公演では下記のポイントに絞って近年の動向を解説する。なお、今年度改定予定の診断基準、重症度分類、カ
テゴリー分類を表に示した。
１．外リンパ瘻は、内耳リンパ腔と周辺臓器のあいだに瘻孔が生じ、生理機能が障害されてめまい、耳鳴、難聴
などが生じる疾患である。瘻孔から外リンパが漏出すると、症状が増悪、変動する。瘻孔は蝸牛窓、前庭窓、
microfissure、骨折部、炎症などによる骨迷路破壊部、奇形などに生じる。内耳の裂隙症候群も広義の外リン
パ瘻である。瘻孔を明らかに確認できるケースは比較的稀であり、アブミ骨外傷、真珠腫による半規管瘻孔、
アブミ骨底板の奇形などに限られる。
２．外リンパ瘻は発症の誘因によりカテゴリー1から4まで分類された。これらを別々に、カテゴリーごと論じる
ことが大切である。
３．新しい診断基準では「瘻孔が確認できたもの、もしくは外リンパ特異的蛋白が検出されたもの」となった。
外リンパ特異的蛋白として診断性能が報告されているものにCTPがあり、侵襲が少なく客観的な評価指標で
ある。SRL社の協力を得て全国レベルでの検査体制が確立しており、すでに臨床応用されている。最近の全国
調査の結果を解説する。
４．外リンパ瘻の診断基準を発表しているのは日本のみで、諸外国からの発表はない。診断・治療方針は国によ
って大きく異なることが知られており、マリンスポーツが盛んなオーストラリア、ニュージーランドではこの
疾患に対する感心は高い。米国の医師は外リンパが内耳窓から漏出するタイプの外リンパ瘻に否定的である。
近年、米国で外リンパ瘻と言えば半規管裂隙症候群を意味する。これはいわゆる第3の窓症候群に該当する
が、その治療法として「正円窓強化術」が報告され注目されている。また外リンパ瘻の症状として以前から認
知機能障害が知られていたが、最近ワッキムらによって改めてこの症状が強調されている。
５．日本で外リンパ瘻は突難の鑑別診断として広く知られるようになり、一般の急性感音難聴の治療と同様に早
期治療・手術が望まれる。外リンパ漏出を停止させる瘻孔閉鎖術を行っても細胞レベルでの機能障害が生じて
いれば難聴は治らないからである。一方で海外では外リンパ瘻は末梢性めまいの鑑別疾患として知られる疾患
である。通常は「慢性めまい症」の原因となり発症後数年経過してからの手術有効症例が多く報告されてい
る。
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Dr. P. Ashley Wackym is a seasoned administrator, investigator and surgical neurotologist. He is cur-
rently the Chair of Otolaryngology – Head Neck Surgery at the Rutgers Robert Wood Johnson Med-
ical School and Chancellorʼs Scholar of the Rutgers University. After completing his medical education
at the Vanderbilt University School of Medicine, residency training at the UCLA School of Medicine
and his otology/neurotology fellowship at the University of Iowa, he served on the faculties of the
UCLA School of Medicine, the Mount Sinai School of Medicine in New York and the Medical College
of Wisconsin where he served as the Chairman of the Department of Otolaryngology and Commu-
nication Sciences for over a decade. Prior to his relocation to the Rutgers Robert Wood Johnson
Medical School his two decades of service in academic healthcare is complemented by serving for

seven years in corporate healthcare as the Vice President of Research for Legacy Health, the largest healthcare system in
Oregon and Washington, and by directing the Legacy Research Institute in Portland, Oregon. Dr. Wackymʼs clinical emphasis
is on cochlear implantation, having placed over 600 of these auditory prostheses, and skull base surgery as well as other
hearing and balance disorders. He is particularly well known for the surgical management of patients with superior semicir-
cular canal dehiscence, having performed over 250 of these procedures. He has been funded by the National Institutes of
Health for over two decades in the area of gene discovery in the inner ear. Currently his research is focused on: cognitive
dysfunction before and after surgical management of otic capsule dehiscence syndrome; cochlear implantation; outcomes
of Gamma Knife surgery; balance disorders and the development of new biomedical engineering technologies – the NIH
funds one of these. He has published over 170 papers, 50 book chapters, 20 video productions and edited three books. He
loves Japan having traveled there eight times, he choose for his son to travel to Japan for his college graduation so he could
share his passion, but more revealing is his three decades of collecting Japanese woodblock prints. 

Otic capsule dehiscence syndrome: clinical features, comparison to superior
semicircular canal dehiscence syndrome and longitudinal cognitive recovery

with surgery

P. Ashley Wackym1, Heather T. Mackay1, Carey D. Balaban2

1Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Rutgers Robert Wood Johnson
Medical School, New Brunswick, New Jersey,

2Department of Otolaryngology, University of Pittsburg, Pittsburg, Pennsylvania

Objective: (1) To longitudinally study two patient cohorts with superior semicircular canal dehiscence syndrome (SSCDS): one with
radiographically confirmed superior semicircular canal dehiscence (SCD); and the other with no identified otic capsule dehiscence (no-
iOCD). (2) Patients with peripheral vestibular dysfunction due to gravitational receptor asymmetries have cognitive dysfunction and
assumed neurobehavioral sequelae. Pre- and postoperatively quantitatively measurement in a cohort of patients with superior semi-
circular canal dehiscence syndrome (SSCDS) symptoms with: superior canal dehiscence (SCD); and otic capsule defects not visualized
with imaging and repaired with round window reinforcement (RWR); or both was completed. (3) Patients with otic capsule defects
and superior semicircular canal dehiscence (SCD) symptoms whose surgical outcomes placed them as outliers were systematically
studied to determine co-morbidities that were responsible for their poor outcomes.
Patients: (1) Eleven adults and one child with SSCDS were identified, surgically managed and followed: six had radiologically confirmed
SCD; and six had no-iOCD. Six adult patients with SCD underwent a middle cranial fossa approach with plugging procedures. Five
adult patients and one child underwent round window reinforcement (RWR) surgery. One SCD patient developed a no-iOCD 1.5 years
after SCD surgery and underwent RWR surgery. (2) There were 13 adult and 4 pediatric patients with superior semicircular canal
dehiscence syndrome (SSCDS) who had completion of neuropsychology test batteries pre- and every 3 months postoperatively. Eight
had RWR exclusively, 5 had SCD plugging exclusively, and 4 had both. (3) 12 adult patients with clinical SCD spectrum underwent
surgical management and had outcomes that were worse than expected.
Interventions: (1) Prospective structured symptomatology interviews, diagnostic studies, 3D high-resolution temporal bone CT data
and retrospective case review. (2) Completion of a neuropsychology test battery preoperatively and at 3, 6, 9 and 12 months postop-
eratively that included: Beck Depression Inventory-II (BDI); Wide Range Intelligence Test (WRIT FSIQ) including average verbal
(crystallized intelligence) and visual (fluid intelligence); Wide Range Assessment of Memory and Learning (WRAML), including the
four domains of verbal memory, visual memory, attention/concentration and working memory; and Delis-Kaplan Executive Function
System (D-KEFS). 
Main outcome measures: (1) Patient symptomatology, including video documentation; and results of diagnostic studies. (2) Quantitative
and statistical analysis of their cognitive and neurobehavioral function. 
Results: (1) The symptomatology preoperatively was no different between the groups, other than the character of the migraine
headaches. Resolution of the symptoms of SSCDS ultimately occurred in all patients. Both SCD and no-iOCD groups showed highly
significant improvement in postural control following treatment (Wilcoxon Signed Rank, p<0.001). (2) There was a significant decrease
in the BDI for all groups. For the WRAML, there was a statistically significant improvement for visual memory and verbal memory
for the RWR only and Both groups, but no mean improvement for the SCD only group. All three groups had improvement in the at-
tention/concentration domain. There was no change in working memory for all groups. The IQ scores were unchanged. (3) There
was a high rate psychological co-morbidity (n=5); traumatic brain injury was also a confounding element. One patient had elevated
CSF pressure requiring ventriculoperitoneal shunting to control the recurrence of dehiscence and one patient with a drug-induced
Parkinson’s-like syndrome.
Conclusions: (1) The nomenclature of otic capsule dehiscence syndrome more accurately reflects the clinical syndrome of SSCDS
since it includes SCD and no-iOCD, as well as posterior and lateral semicircular canal dehiscence; all of which can manifest as SSCDS.
(2) Overall there was a marked improvement in cognitive and neurobehavioral function postoperatively. Variability may result from
duration of underlying disease before intervention. The initial decrement or delay in performance improvement measured in several
patients may represent brain reorganization. (3) Co-morbidities can affect outcome. Preoperative recognition of risk factors may
improve outcomes over time. Greater longitudinal data and greater subject numbers are necessary to better understand and optimize
cognitive recovery.

T10-K2



Otol Jpn 26 (4) :275 , 2016

テーマセッション10　Keynote lecture
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1989年 大阪市立大学医学部卒業
1995年 大阪市立大学医学部大学院修了、医学博士取得
2001年 京都大学医学部附属病院 助手
2008年 京都大学大学院医学研究科 講師
2006-2008、2009-2011厚生労働省科学研究費補助金事業にて、突発性難聴に対する新規治療法開発、臨
床試験実施
2015- AMED受託事業にて医師主導治験準備中

突発性難聴の診断と治療の新展開

中川　隆之
京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

現在、突発性難聴を含めた感音難聴に対してFDAが認める薬物はない。近年、感音難聴に対する基
礎的研究・開発が進み、いくつかの治療ターゲットが明らかにされ、創薬研究に対する気運が世界的に
高まっている。本講演では、突発性難聴に焦点をしぼり、突発性難聴の診断、治療に関する世界的な現
況をまとめ、我々が行っている新規治療薬開発に関する取り組みを含め、最近の新薬開発に関連する世
界的な動向を紹介し、今後の突発性難聴治療についての討論のたたき台としたい。
感音難聴の診断、治療に関する臨床研究の現況を把握する資料として、2012年に米国で発表された診

断、治療に関するガイドラインと2013年に改訂されたCochlane library reviewを紹介する。米国ガイド
ラインでは診断と治療についてsystematic reviewに基づいた解析がまとめられている。診断に関して
は、突発性難聴の原因診断に踏み込んだ記述はなく、除外診断において、MRIによる聴神経腫瘍除外診
断が重要視されている。一方で、CTには突発性難聴に対する診断的意義はないとされている。治療に
関しては、初期治療としてのステロイド内服および鼓室内投与は、option、すなわち利害をよく説明し
て行うとランクづけられており、初期治療が無効な場合のステロイド鼓室内投与のみがRecommenda-
tionとされている。ちなみに、治療にStrong recommendationはない。注目すべき点は、このような情
報を患者と共有することが、strong recommendationとされており、「なにもしないで経過をみること
もありですよ」ということも説明する内容に含められている。Cochlane library reviewでは、ステロイ
ド内服治療に焦点をしぼり、より厳密な解析がなされている。結果として、３つのランダム化対照試験
が解析対象とされ、ステロイド内服の有効性は支持されていない。
突発性難聴は、病態が不明であることから、明確な実験モデルは存在しない。したがって、治療薬開

発のシーズとなる知見は、様々な内耳障害経路の下流にある共通するイベントである細胞死の防御に関
連する基礎的研究成果が中心となる。近年は再生に関する報告もシーズとして注目され始めている。
我々は、インスリン様細胞増殖因子１（IGF-1）が蝸牛有毛細胞保護作用を持つという基礎研究の結果
に立脚して、臨床研究を開始した。蝸牛有毛細胞の細胞死防御という観点で調べると、シーズとなり得
る報告は、数多くあるが、実際に臨床研究にトランスレイトされているシーズはきわめて限られてい
る。IGF-1研究が臨床研究にトランスレイトできた主な要因は、２つあると考えている。ひとつは、
IGF-1が日本ではすでに薬物として認可されていたこと、もうひとつは、適切にIGF-1を内耳に徐放する
方法を提示することができたという点である。IGF-1などの成長因子は、一定の時間作用させないと、
生物学的な活性が発揮されない。我々は、IGF-1を徐放する手段として、ゼラチンハイドロゲルが有効
な手段であることを見いだし、この問題を解決した。薬効薬理を確かめる研究、２つの臨床研究を経
て、漸く保険適応を目指す医師主導臨床治験を行う段階にたどり着いた。本講演では、可能な範囲で、
現在準備中の医師主導治験デザインについて説明したい。
最後に感音難聴を巡る最近の創薬研究の動向について紹介したい。数年前まで、感音難聴は、創薬研

究の分野からは見向きもされていなかった。しかしながら、現在、世界の製薬企業にとって、感音難聴
は再生医学や癌治療と並ぶ重要分野に位置づけられている。今こそ、創薬研究を目指す内耳基礎研究を
行うべき時代が到来している。本講演を契機として、臨床応用を見据えた内耳基礎研究に取り組む耳鼻
咽喉科医が現れてくれれば、幸いである。

T10-K3



突発性難聴の治療効果と関連する遺伝子多型の検討
〜難治性内耳疾患の遺伝子バンクプロジェクト

鬼頭　良輔、西尾　信哉、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
突発性難聴は、従来から種々の研究がされているが、未だにメカニズムをはじめ不明な点が

多いのが現状である。我々は、突発性難聴をはじめとする難治性内耳疾患について、前体制の
研究班である急性高度難聴に関する調査研究班と前庭機能障害に関する調査研究班の研究分担
施設・研究協力施設とともに遺伝子バンクの構築を行い、すでに突発性難聴の発症における遺
伝的な背景については、酸化ストレス関連遺伝子であるSOD1遺伝子の多型（rs4998557）が関
与している可能性があることを報告している（Kitoh R et al. 2016 Acta Otolaryngol.）。
本疾患では、副腎皮質ステロイドの投与が治療として行われていることが多いが、治療効果

について治療前に予測することは必ずしも容易ではない。今回我々は上記遺伝子バンクプロジ
ェクトのサンプルを用いて、治療効果に関連する遺伝子多型について検討したので報告する。

【方法】
対象として難治性内耳疾患の遺伝子バンクに登録された突発性難聴患者のうち、下記の候補

遺伝子についてタイピングを実施できた症例を選択した。
今回、候補遺伝子として以下の２種類から選択した。１）酸化ストレス関連遺伝子：

SOD1/SOD2/GCLM/CYBA/PON1/MPO/CAT/GSTP1/ GSR/NOS3の10遺伝子（13遺伝子多
型）２）ステロイドホルモン関連遺伝子：NR31C/NR3C2/ESRの3遺伝子（3遺伝子多型）。
各遺伝子多型ごとに、遺伝子型と治療効果（著明回復以上と回復以下の比較）の関連性を検

討した。
統計学的な解析としてはχ２乗検定を用いた。

【結果】
遺伝子ごとに治療効果との関連性を検討した結果、GSR（rs2251780 / rs3779647）・NOS3

（rs1799983）・NR3C1（rs4912910）の3つの遺伝子（4遺伝子多型）で、治療効果とアレル頻度
の間に関連性を認める結果となった。

【考察】
GSRはgultathione reductase遺伝子で、抗酸化物質であるグルタチオンの代謝に関与してい

る。我々の遺伝子バンクプロジェックトの過去の検討でも、同じグルタチオンの代謝に関与す
る遺伝子であるGSTP1遺伝子は1段階目の解析で、突発性難聴に関与する可能性が示唆されてい
ることから、グルタチオン代謝の遺伝子多型は突発性難聴の発症・治療予後予測など病態を一
部反映する可能性が考えられた。またNOSはNitric oxide synthase で、特にNOS3（血管内皮
型）の遺伝子多型については過去の報告で、コントロールに比較してこの遺伝子多型は突発性
難聴群で多いことが既に報告されている（Teranishi M et al. 2013 Free Radical Res.）。今回の検
討で、minor alleleが1つ以上ある遺伝子型では治療効果は低い結果となっており、この遺伝子の
タイピングは発症後にも重要になる可能性があるものと考えられた。

NR3C1はglucocorticoid receptorをコードする遺伝子で、近年では本遺伝子の多型と炎症性腸
疾患の治療効果や気管支喘息の治療効果との関連性の報告もあり（Gabryel M. et al  2016 Scand
J Gastroenterol. / Mohamed NA et al. 2015 Cent Eur J Immunol.）、突発性難聴においてもステ
ロイドの治療効果との関連性が示唆された結果は非常に興味深いものと思われた。
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原因不明の急性感音難聴症例におけるCTP陽性率の年齢別検討

佐々木　亮 1、武田　育子 1、松原　　篤 1、池園　哲郎 2、松田　　帆 2

1弘前大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座、2埼玉医科大学　医学部　耳鼻咽喉科

＜はじめに＞
現在急性感音難聴の多くはその原因が明らかになっておらず、特に突発性難聴は原因の明確な急性感

音難聴を除外して診断される。外リンパ瘻も突発性難聴の鑑別診断にあげられるが、2012年の診断基準
改訂において「中耳からCochlin-tomoprotein（CTP）が検出されること」という項目が加わった。CTP
は Ikezonoらにより同定された外リンパ特異タンパク質であり、これが鼓室内に存在することができれ
ば外リンパ瘻と診断することが可能である。
我々は原因不明の急性感音難聴における外リンパ瘻の存在を検討するために、2013年より前向き試験

としてステロイド鼓室注入療法を施行した急性感音難聴症例に対しCTP検査を行ってきた。
＜対象と方法＞
対象）

2013年1月から2016年5月までの間に弘前大学附属病院耳鼻咽喉科にて短期間連日ステロイド鼓室注入
療法を行った急性感音難聴症例全例を対象としCTP検査を行った。同治療およびCTP検査を行ったのは
72例であったが、そのうち10例を除外した。除外したのは、発症から4週間以上経過している症例、
MRI等にて聴神経腫瘍、小脳梗塞など難聴の原因を疑わせる病変を認めた症例等である。残りの62例が
対象となった。検査時の年齢は6〜86歳（平均56.9歳）で、男性30例、女性32例であった。
方法）
イオントフォレーゼにて鼓膜を麻酔後にCO2レーザーにより鼓膜後方に開窓を行い、この鼓膜開窓部
を介して生理食塩水0.3mlにて鼓室内を洗浄。この中耳洗浄液を約0.1ml回収しCTP検査を行った。その
後急性感音難聴に対する治療としてステロイドを鼓室内へ注入した。このステロイド鼓室内投与を連続
8日間行った。

CTP検査の結果は、0.8 ng/mL以上が陽性、0.4以上、0.8 ng/mL未満が擬陽性、0.4 ng/mL未満が陰
性である。
＜結果＞

66例中CTPが陽性であったのは12例（19％）であり、擬陽性は20例（32％）、陰性は30例（48％）で
あった。また、60歳以上の高齢者34例に限定すると、陽性9例（26％）、擬陽性は15例（44％）、陰性は
10例（29％）であった。
図に症例ごとのCTP値を示す。症例ごとにドットで記載し、CTP値が小さい順に左から並べた。正常
中耳として人工内耳あるいは耳硬化症の手術時に採取した中耳洗浄液のCTP値をcontrolとしてグラフ
に追加した。いずれも59歳未満と60歳以上で分けて示している。正常中耳では陽性となる症例は見られ
ず、60歳以上の急性感音難聴症例でCTPが検出される症例が多いのがみてとれる。
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テーマセッション11　Keynote lecture
宮崎日出海

平成5年 東京慈恵会医科大学卒、同大学耳鼻咽喉科学教室入局
平成16-17年 マルセイユ大学、グロッポ・オトロジコ、コペンハーゲン大学留学
平成18-24年 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院耳鼻咽喉科 部長
平成25年 コペンハーゲン大学耳鼻咽喉科・頭蓋底外科 客員教授
平成27年 東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科 客員教授

蝸牛低形成に対する脳幹インプラント手術と
蝸牛神経マッピング技術による蝸牛神経温存手術

宮崎日出海
東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科

米国のHouse Ear Instituteで聴性脳幹インプラント（Auditory Brainstem Implant、以下ABI）が誕
生したのは1979年、今から既に30年以上も前のことである。誕生から20年後の1999年に欧州CEマーク
を取得し、2002年にFDAの認可が下りた人工聴覚器であるが、残念ながら日本での認可は未だに下り
ていない。欧米ではこれまで1000例以上の報告がされている一方で、日本では2009年の治験報告が最後
であり、総実施数も11例と他の欧米諸国と比べて極端に少ない。高度先進医療の適応が得られれば実施
数が増加すると期待されて既に10年以上が経過した。この間に、欧米ではABIのハード、ソフトのレベ
ル向上によって聴取能の術後成績は向上している。ABIの恩恵を難聴患者に提供すべく、本邦において
も早期の認可と欧米レベルのABIセンターの設立が望まれるところである。

ABIの適応は人工内耳（以下CI）で聴覚を得られない、つまり内耳よりさらに中枢の後迷路性の高度
感音難聴である。その代表が両側聴神経腫瘍で知られる神経線維腫症Ⅱ型（NF2）であり、日本で実施
された治験11例は全てNF2症例であった。この他に、CIが施行できない内耳骨化症例や聴神経、蝸牛の
無形成・低形成症もABIの適応と考えられ、欧米では2010年からこれらの非NF2例に対する臨床治験が
開始され、手術適応が拡大している。

ABI手術に使用する電極はCI電極とは形状が全く異なり、3×5mmの平らなシリコン板に8-22個の小
さな皿電極が整然と配列されている。ABI電極の設置場所は脳幹の背側蝸牛神経核の直上であり、菱形
の神経核の形状に合うようにデザインされている。この形状からヒントを得て、同神経核から音刺激に
よって誘発される活動電位を計測しようと開発されたのが、DNAP（Dorsal cochlear Nucleous Action
potential）モニタリング電極である。聴神経腫瘍に対する聴力温存手術のために、鋭敏な術中聴覚モニ
タリングの手法として開発されたDNAPモニタリングであるが、この電極を利用して蝸牛神経の走行を
同定する蝸牛神経マッピング技術（下図）が聴力再獲得手術の重要なツールとして注目されている。蝸
牛神経を解剖学的、電気生理学的に温存する蝸牛神経温存手術という新しい概念の手術に、蝸牛神経マ
ッピングは欠かせない。聴神経腫瘍手術の非聴力温存手術として広く行われているTranslabyrinthine
approachにおいて蝸牛神経の温存手術を行い、同時に、もしくは数ヶ月後にCI手術を行って聴力の再
獲得を目指そうとする試みが欧州のABI/CIセンターで既に始まっている。本セッションではこの蝸牛
神経マッピング・蝸牛神経温存手術の実際と、私が参加した欧州での蝸牛低形成4症例に対するABI手
術とその良好な結果について紹介する。未認可という大きな壁のために、日本が欧米から大きく遅れを
とっている現状は残念でならないが、良好な報告が続くこれらの先端技術についての正しい認識を会員
の先生方と共有したい。
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テーマセッション11 Keynote lecture

Professor Thomas Somers, MD,PhD

1) Adjunct head of the European Institute for ORL, Sint-Augustinus Hospital, Antwerp, Belgium
2) Associate Professor at the ENT dept of the University Hospital Saint-Luc in Brussels, Belgium
His special fields of interest are: middle ear surgery, skull base surgery, atresia/ear reconstructive
surgery, middle ear implants, cochlear and brainstem implants.
He is a member of many international societies: Politzer, European Academy of Otology and Neu-
rotology (treasurer), Belgian and French ENT society, American society.
Faculty member at surgical courses in Antwerp, Nijmegen, Paris, Malaga, Moscou, Bangkok.
Family: 4 children. Hobbies: golf, artexhibitions

Multidisciplinary treatment of vestibular schwannomas: is there also a place
for auditory rehabilitation by cochlear and brainstem implants ?

Thomas Somers
University Hospital Saint-Luc in Brussels

In our institution vestibular schwannomas are discussed and managed by a multidisciplinary
team composed by a member of the ENT, neurosurgery, radiology, radiotherapy, otoneurophys-
iology, speechtherapy departments.

Better understanding of the natural history of VS has led to an initial wait and scan approach
for small tumors. Radiotherapy is reserved for small growing tumors mainly in elderly patients.
Surgery is reserved for large tumors in all patients and for small growing tumors in younger
patients. In the latter situation this surgery with HP is performed by the retro-sigmoïd approach
with the use of neural auditory monitoring or performed without  hearing preservation by the
translabyrinthine approach. The choice of approach depends on the size, the location of the
tumor and the hearing thresholds.

Auditory rehabilitation after hearing loss can be realized by: blue-tooth cross stimulation by
conventional hearing aids, by bone anchored hearing aids with contralateral rerouting of auditory
signal, by cochlear implantation in case of preserved
auditory nerve fibers and by brainstem implantation mainly in NF2 patients. Generally speaking
one may expect better results with a cochlear implantation when cochlear nerve fibers have
been preserved than with an ABI.

We have proposed a combined dual array implant system called ABCI (one electroode for the
cochlear implantation and one for the brainstem implantation) providing the patients with po-
tential benefits of both devices.

We will report on our first clinical experiences with this novel device.
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テーマセッション11　Keynote lecture
Simon KW Lloyd

Professor Lloyd is Honorary Professor of Otology and Skull Base Surgery at the University of Man-
chester and Consultant Otologist at the Manchester Royal Infirmary and Salford Royal Hospital. He
leads the auditory implant programme in Manchester, one of the largest auditory brainstem centres
in the world and is part of the Manchester Skull Base Unit, the busiest skull base unit in the UK. He
is also part of the Manchester Neurofibromatosis type 2 service, the largest of its kind in the world.
His research interests include novel solutions for hearing rehabilitation and for predicting vestibular
schwannoma growth.

Auditory brainstem implantation and cochlear implantation following
cochlear nerve preserving vestibular schwannoma surgery

Simon KW Lloyd, Martin O’Driscoll, Deborah Mawman, Scott Rutherford, Simon Freeman, 
Andrew King, Charlotte Hammerbeck Ward, Lise Henderson, D. Gareth Evans

Honorary Professor of Otolaryngology University of Manchester

Auditory brainstem implantation (ABI) provides hearing rehabilitation for patients with absent
cochlear nerves or unimplantable cochleas. The majority of patients have neurofibromatosis
type 2 and have lost their cochlear nerves through surgical removal of vestibular schwannomas.
A smaller group includes children born with aplasia of the cochlear nerves. To date, the Man-
chester auditory implant team have implanted 68 ABIs in NF2 patients and 7 ABIs in children
with cochlear nerve aplasia. They also manage 8 children implanted elsewhere with ABIs. In
the NF2 population, 10% obtain open set speech discrimination with a mean sentence score in
quiet of 44% (range 22-85%). The non-user rate is 18%. In the aplastic cochlear nerve population,
21% achieve a good CAP score (>5). 21% have no hearing. Outcomes compared to the typical
cochlear implant user are poor. Surgical aspects and predictors of outcome will be discussed.
For a limited number of patients with vestibular schwannoma who are profoundly deaf, it is
possible to resect their tumour and preserve a functional cochlear nerve allowing auditory re-
habilitation with a cochlear implant. Outcomes of this type of surgery will also be discussed.
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テーマセッション11　Keynote lecture
P. Ashley Wackym, MD

Dr. P. Ashley Wackym is a seasoned administrator, investigator and surgical neurotologist. He is cur-
rently the Chair of Otolaryngology – Head Neck Surgery at the Rutgers Robert Wood Johnson Med-
ical School and Chancellorʼs Scholar of the Rutgers University. After completing his medical education
at the Vanderbilt University School of Medicine, residency training at the UCLA School of Medicine
and his otology/neurotology fellowship at the University of Iowa, he served on the faculties of the
UCLA School of Medicine, the Mount Sinai School of Medicine in New York and the Medical College
of Wisconsin where he served as the Chairman of the Department of Otolaryngology and Commu-

nication Sciences for over a decade. Prior to his relocation to the Rutgers Robert Wood Johnson Medical School his two
decades of service in academic healthcare is complemented by serving for seven years in corporate healthcare as the Vice
President of Research for Legacy Health, the largest healthcare system in Oregon and Washington, and by directing the
Legacy Research Institute in Portland, Oregon. Dr. Wackymʼs clinical emphasis is on cochlear implantation, having placed
over 600 of these auditory prostheses, and skull base surgery as well as other hearing and balance disorders. He is partic-
ularly well known for the surgical management of patients with superior semicircular canal dehiscence, having performed
over 250 of these procedures. He has been funded by the National Institutes of Health for over two decades in the area of
gene discovery in the inner ear. Currently his research is focused on: cognitive dysfunction before and after surgical man-
agement of otic capsule dehiscence syndrome; cochlear implantation; outcomes of Gamma Knife surgery; balance disorders
and the development of new biomedical engineering technologies – the NIH funds one of these. He has published over 170
papers, 50 book chapters, 20 video productions and edited three books. He loves Japan having traveled there eight times,
he choose for his son to travel to Japan for his college graduation so he could share his passion, but more revealing is his
three decades of collecting Japanese woodblock prints. 

One quarter century of change: The impact of stereotactic radiosurgery on
neurotology

P. Ashley Wackym
Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Rutgers Robert Wood Johnson

Medical School, New Brunswick, New Jersey

While there are many who have contributed to the current paradigms of care for patients
with skull base tumors; many have attributed the title of “father of neurotology” to William F.
House, MD, DDS. The legacy of the surgical management of acoustic neuromas (vestibular
schwannomas) resulting from the careers’ work of Dr. Bill House and Dr. Bill Hitzelberger is
unassailable. In parallel, Dr. Lars Leksell, then the chair of neurosurgery at the Karolinska In-
stitute, developed Gamma Knife stereotactic radiosurgery to treat intracranial tumors. These
management paradigms began to collide nearly 30 years ago. During this presentation the im-
pact of stereotactic radiosurgery will be discussed, but equally important has been the impact
of neurotology on stereotactic radiosurgery. The stereotactic radiosurgery community did not
expect this infusion of new ideas and issues for them to consider but the result was a shift in
management paradigms – but more importantly a shift that improved outcomes and expecta-
tions for each option of treatment. All of these issues will be considered and discussed.
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蝸牛・顔面神経持続モニタリングを用いた後迷路法を施行した
聴神経腫瘍の一例

大石　直樹 1、宮崎日出海 1,2、鈴木　法臣 1、平賀　良彦 1,3、藤岡　正人 1、松崎佐栄子 1、
粕谷　健人1、神崎　　晶1、小川　　郁1

1慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科、2東京女子医科大学　東医療センター　耳鼻咽喉科、
3静岡赤十字病院　耳鼻咽喉科

【はじめに】聴神経腫瘍手術における機能温存を達成するためには、高精度の術中モニタリング
が必須である。各種モニタリングの中で、脳幹の蝸牛神経核に電極を留置して蝸牛神経背側核
活動電位（DNAP）を記録する聴覚モニタリング、および顔面神経根周辺に安定して電極を留
置し眼輪筋と口輪筋からの筋電図を記録する顔面神経根刺激誘発筋電図（FREMAP）は、優れ
たモニタリングシステムである（Nakatomi H, 2015）。耳鼻咽喉科医が汎用する手術法として経
迷路法があるが、迷路削開を要することが欠点の一つであり、その欠点を補う手術法として後
迷路法が挙げられる（小林、2004）。今回我々は、上記の術中持続モニタリングを用いて、機能
温存手術としての後迷路法を施行した一例を経験した。手術所見を中心に報告する。
【症例】55歳男性。４年ほど前からの左耳違和感を主訴に来院した。左内耳道内からわずかに脳
槽部に突出する腫瘍性病変を認めたが、聴力はほぼ正常であった。その後４年間の経過観察期
間において、腫瘍の一部嚢胞状変化、増大傾向がみられた（図）。聴力は高音域のわずかな閾値
上昇を伴うのみで、内耳道底にスペースが確認できることから、聴力温存手術の適応と判断し
後迷路法を施行した。術中、DNAPおよびFREMAP電極を用い、蝸牛・顔面神経を同定し被膜
下に腫瘍摘出を進めた。音刺激としてはchirp音を用い、複数の周波数をモニタリングした。蝸
牛神経近傍の腫瘍を操作中にDNAPの反応が軽度低下したことから、同部の腫瘍を残すsubtotal
resectionとした。術後２日目の造影MRIにて、内耳道内・蝸牛神経周囲に一部残存腫瘍がみら
れたものの、脳槽部の腫瘍は被膜を残し全摘されていることが確認できた。術後顔面神経麻痺
を生じず、術後２か月の時点で語音弁別能85％（50dB）と有効聴力が温存された。
【考察】後迷路法は、開頭を要しない低侵襲な手術アプローチ法であり、かつ機能温存との両立
を目指した優れた手術法である。本症例では、高精度のモニタリングを併用してより確実な機
能温存手術を目指した。内耳道内腫瘍の摘出などに課題は残るが、術中モニタリングで聴力が
温存できないと判明した場合、後迷路法から経迷路法に切り替え腫瘍を全摘することも可能で
ある。聴力が失われても蝸牛神経のマッピング技術で蝸牛神経を温存することができれば、同
時に同側への人工内耳挿入術を行うことで聴力の再獲得を目指すことができるアプローチであ
り、将来的な応用も期待できる。
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テーマセッション12　Keynote lecture
曾根 三千彦

1987年 名古屋大学卒業
1996年 ミネソタ大学耳鼻咽喉科留学
2001年 名古屋大学附属病院耳鼻咽喉科講師
2004年 名古屋大学大学院耳鼻咽喉科助教授
2016年 名古屋大学大学院耳鼻咽喉科教授

内リンパ水腫とその病態　─メニエール病とその周辺疾患─

曾根　三千彦
名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学耳鼻咽喉科

メニエール病の病態は内リンパ水腫であり、臨床症状とあわせて内リンパ水腫存在を推定する手段として、グ
リセロール検査や蝸電図検査などの生理学的検査の有用性が評価されてきた。2007年Nakashimaらによってガド
リニウム鼓室内注入24時間後の3テスラMRIにて、内リンパ水腫の視覚化が報告されて以降、造影MRIによる画
像評価は内リンパ水腫の同定に大きく貢献している。最近では、通常量のガドリニウム静注4時間後のMRIにて
内リンパ水腫の存在が鮮明に描出できるようになった（図）。画像評価により、典型的なメニエール病症状を呈
する症例以外にも、さまざまな耳症状や耳疾患に内リンパ水腫が存在することも明らかになってきた。
ヒト側頭骨標本を用いた今までの検討では、メニエール病において内リンパ水腫の存在は組織学的マーカーと
見なされ、疾患発症への関与の解明する手段としては不十分であった。一方、生体内の内リンパ水腫の画像評価
は、臨床症状や生理学的検査と結びつけて検討することが可能であり、病態解明の糸口となりうる検査法であ
る。今までの検討から、生理的機能検査所見は内リンパ水腫の程度のみならず水腫持続期間との関連が推定され
ている。
内リンパ水腫評価としてのMRIの意義は、第一にメニエール病の確定診断が挙げられる。メニエール病診療ガ
イドラインでは、非定型例として蝸牛型と前庭型に分けられているが、確実例のように臨床症状のみから内リン
パ水腫の存在を推定することは容易ではない。我々の検討では、非定型例の蝸牛型では内リンパ水腫は蝸牛と前
庭で同様に認められる一方、前庭型では内リンパ水腫は前庭に高頻度に認められる傾向があり、共にメニエール
病の亜型であることが画像上からも明らかになっている。ガドリニウム静注4時間後のMRIでは、一側性メニエ
ール病症例の健側耳の評価にも応用可能である。健側耳にも内リンパ水腫が認められる一側性メニエール病症例
は少なくない。生活指導も含めた予防的治療の対象になるとともに、将来的に症状発症に影響を及ぼす因子の検
討にも役立つと考えられる。低音障害型感音難聴症例でも、内リンパ水腫の存在が蝸牛のみならず前庭にも高頻
度で確認されている。このことは、低音障害型感音難聴症例ではメニエール病に準じた加療を要するとともに、
突発性難聴の病態把握のためには同様な急性感音難聴であっても低音障害型感音難聴と明確な鑑別が必要なこと
を示している。以前より、耳硬化症例に内リンパ水腫が合併することは知られている。MRI評価にて耳硬化症例
のみならず耳小骨奇形例でも内リンパ水腫の合併を確認されており、中耳手術における合併症予防としてMRIに
よる内リンパ水腫評価の意義は大きい。

MRIによる内リンパ水腫評価は、メニエール病とその周辺疾患の病態探索に有用な手段であり、今後のさらな
る応用が期待される。
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テーマセッション12 Keynote lecture
Måns Magnusson

Måns Magnusson was born 1954. He attended the medical school of the Lund University in Lund
Sweden and in otorhinolaryngology. He presented his PhD thesis in 1986, which was awarded the
prize for the best thesis of the medical faculty of the year. In 1987 he became approved specialist.
In 1988 he was made associate professor. In 1992 he became consultant and in 1996 senior con-
sultant in ENT. In 1997 he was promoted to a side chair professorship of Otolaryngology and in
1999 to full professor. Since 1999 he is chairman of the division of ORL at the Lund University and
University hospital in Sweden. 

His main interests are otoneurology and otology, and teaching in ORL. He has introduced or been developing low dose gen-
tamicin treatment, oval window approach gentamicin, PREHAB in vestibular schwannoma treatment. He has studied dy-
namics of postural control and cervical contribution to balance and treatments of Meniereʼs disease and vestibulopathy. He
engages in dizzy patients as well as otosurgery and otoneurosurgery. 

New diagnostic guidelines for Meniere’s disease

Måns Magnusson
Division of ORL, Lund University and University hospital

Since the first description of the disorder by Prosper Meniere, the definition or, rather re-
quirements for applying the diagnosis of Meniere’s disease have varied, as it has for other
vestibular diseases or syndromes. To try to create a kind of international consensus, the mem-
bers of Barany Society decided to form process for defining different disorders or syndromes
within the otoneurological field. The International Classification of Vestibular Disorders (ICVD).
Groups are formed for different entities comprising of members from at least three continents.
A suggestion is formed and tried against the ICVD steering committee and the made possible
to comment on the web page of the Barany society after which it is negotiated with other bodies
of the international scientific field and published.   

The ICVD has been organized in 3 levels: signs and symptoms, vestibular syndromes and
diseases and in 2015 the new criteria for Meniere’s disease was published. 

It was decided that the definition should be based on clinical findings and symptoms making
it possible to establish the diagnosis on clinical data. Two levels of diagnostics will be allowed,
Definite and Probable Meniere’s disease.

Definite MD requires two or more spontaneous episodes of vertigo, each lasting 20 minutes
to 12 hours.  Audiometrically documented low- to medium-frequency sensorineural hearing loss
in the affected ear on at least one occasion before, during or after one of the episodes of vertigo.
Fluctuating aural symptoms (hearing, tinnitus or fullness) in the affected ear and symptoms not
better accounted for by another vestibular diagnosis.  Probable MD, requires two or more spon-
taneous episodes of vertigo, each lasting 20 minutes to 24 hours. A history of fluctuating aural
symptoms (hearing, tinnitus or fullness) in the affected ear and symptoms not better accounted
for by another vestibular diagnosis.  
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当科における内耳造影MRIによる内リンパ水腫の同定について

塚田　景大、岩佐陽一郎、吉村　豪兼、小林　正史、北野　友裕、宇佐美真一
信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】
メニエール病の病態は内リンパ水腫とされ、また内リンパ水腫の存在が強く疑われる症例と

して、聴覚症状のみが反復するメニエール非典型例（蝸牛型）や聴覚症状は変動せずメニエー
ル病に類似しためまい発作のみを反復するメニエール病非典型例（前庭型）が考えられてい
る。さらに続発性内リンパ水腫を来す疾患として、一側性の高度難聴から数年から数十年経過
した後にメニエール病様のめまい発作あるいは対側の聴力変化を来す遅発性内リンパ水腫があ
る。しかしながら内リンパ水腫自体はもともと側頭骨病理所見から得られた病態であり、確定
診断は死後の病理検査が必要であった。
従来から内リンパ水腫を推定検査として蝸電図やグリセロールテストなどが臨床的に用いら

れてきたが、いずれの検査も内リンパ水腫を推定する間接的な検査であり、内リンパ水腫を証
明する特異度の高い検査がないのが現状であった。近年、内耳造影３T-MRIの登場により、内
リンパ水腫を画像的に確認できるようになり、いままでの内リンパ水腫推定検査と同等、ある
いはそれ以上に有効な検査であることが証明され（Fukuoka et al., 2012）、新しい診断方法とし
て注目されている。今回我々は、内リンパ水腫が想定されるメニエール病や遅発性内リンパ水
腫およびその周辺疾患における内耳造影MRIによる内リンパ水腫診断について検討したので報
告する。
【対象と方法】
当科で内リンパ水腫を疑い内耳造影MRIを施行した106例について、画像上、蝸牛および前庭

の内リンパ水腫の有無について検討を行った。
内耳造影MRIは8倍に希釈したガドリニウム（Gd）造影剤を経鼓膜的に鼓室内に投与し、その

後30分間その姿勢を保ち、24時間後に3テスラMRI機を用い撮影するGd鼓室内投与法（両耳）
を施行した症例89例と常用量のGdを静脈内注射し、４から６時間後に３テスラMRIを撮影する
静注法を用いた17例について検討した。
疾患の内訳は、メニエール病確実例、メニエール病非典型例（蝸牛型）、メニエール病非典型

例（前庭型）、遅発性内リンパ水腫（同側型）、遅発性内リンパ水腫（対側型）、急性感音難聴
（突発性難聴）、慢性めまい、前庭水管拡大症・内耳奇形症例について内耳造影MRIによる評価
を行った。
【結果と考察】
メニエール確実例および遅発性内リンパ水腫（対側型および同側型）症例について検討を行

った結果、検討した全例で画像上内リンパ水腫を認め、これらの疾患には内リンパ水腫が病態
として存在することが画像上でも確認された。メニエール病非典型例においては蝸牛型ではお
よそ70％の症例で蝸牛内に水腫を認め高率に内リンパ水腫を認めたが、前庭型では内リンパ水
腫を認めた症例は比較的頻度が少ない傾向であった。
さらに、急性期における突発性難聴について内リンパ水腫の有無を検討した結果、約12％程

度の症例で内リンパ水腫が同定され、突発性難聴の一部には内リンパ水腫が関連している可能
性が示唆された。慢性めまいや内耳奇形の中にも内リンパ水腫を有する症例を認め、これらの
疾患の中にも内リンパ水腫と関連する病態が存在する可能性が考えられた。
【まとめ】
内リンパ水腫が画像的に捉えられるようになり、メニエール病およびその周辺疾患の病態が

次第に明らかになってきた。今後、さらなる正確な診断、内耳疾患の病態解明のために症例数
を重ねていきたいと考える。
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中耳加圧治療は内リンパ水腫を改善させるか？
─治療前後のcVEMPの比較検討から

室伏　利久、坪田　雅仁、水津　亮太
帝京大学　溝口病院　耳鼻咽喉科

メニエール病は、特発性に内リンパ水腫を生じる代表的内耳性めまい疾患であるが、依然、
その本態には不明な点が多く、また、しばしば、治療に難渋する。生活習慣の改善や利尿薬を
中心とした内服治療に抵抗する症例も少なくない。特に両側化した症例は、治療法のオプショ
ンも限定される難病というべき疾患である。中耳加圧治療は、内服薬や鼓室内ステロイド注入
療法に続く治療オプションとして位置づけられており、海外では、製品化され治療に用いられ
ている。一方、わが国では、外国製器械のほかに鼓膜マッサージ器として用いられてきた医療
機器の中耳加圧療法器としての有効性が検討されつつある。その有効性とともに、有効な場
合、何が改善されるかについても明らかにされなければならない。今回われわれは、小型鼓膜
マッサージ器による中耳加圧治療を試みた症例について、その前後で行ったcVEMP成績を中心
に報告する。症例1は、36歳女性で、両側性メニエール病の症例である。右耳が先発耳であっ
た。回転性めまい発作がコントロールされず、当院を紹介受診した。初診時、右耳に優位の感
音難聴を認めた。当院にても内服薬による治療をおこなったが無効、また、ステロイド鼓室内
注入療法も無効であった。小型鼓膜マッサージ器による中耳加圧治療を自宅にて1日3回4か月実
施した。中耳加圧治療開始後、めまいの頻度や程度は軽減された。中耳加圧治療開始前に実施
したcVEMP検査では、右耳は、反応は認められるが、tuningの1000Hzへのシフトが認められ、
左耳は、500Hz、1000Hzともに反応が不明瞭であった。一方、治療後に実施したcVEMP検査で
は、両耳とも、正常な tuning patternでの反応を認めた。症例2は68歳男性で右メニエール病で
あった。めまい発作を繰り返し、内服薬治療に抵抗性であるため、中耳加圧治療を開始した。
症例1と同様、めまい発作の頻度と程度の軽減をみた。cVEMPは、治療前、右耳では tuningの
1000Hzへのシフトが見られたが、治療後には、正常化した。これらの結果のみから中耳加圧治
療の有効性とその作用機序を判断することはできないが、球形嚢に関しては、内リンパ水腫そ
のものを改善させている可能性も考えられた。本臨床研究は、帝京大学倫理委員会による臨床
研究の承認とご本人からの同意を得て行われた。本研究の一部は、日本医療研究開発機構
（AMED）の難治性めまい疾患の診療の質を高める研究により行われた。
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フロセミド負荷VEMP
─メニエール病のめまい発作の発現機序に関する考察─

瀬尾　　徹、白石　　功、小林　孝光、藤田　　岳、小泉　敏三、齋藤　和也、土井　勝美
近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科

はじめに：我々は、フロセミド投与前後のcVEMPのp13-n23振幅を比較することで内リンパ
水腫の存在を推定するフロセミド負荷VEMPについて報告してきた。本研究では、刺激音の見
直しおよび胸鎖乳突筋緊張の補正を導入し、より効率的に内リンパ水腫の存在を推定できる新
しいフロセミド負荷VEMPを確立したので報告する。またその結果に影響を与える因子を検討
し、メニエール病のめまい発作の出現機序に関する考察を行った。
対象と方法：研究１：刺激条件の決定。一側性メニエール病患者と健常成人各10例に対し、

フロセミド静注前後の筋電図積分値で補正したcVEMPのp13-n23振幅の改善率を求めた。至適
刺激周波数および改善率のcut-off値を決定した。研究２：フロセミド負荷VEMPの有用性：一側
性メニエール病患者25例について、上記で決定した条件で測定し、年齢、ステージ、罹病期
間、発作から検査までの期間などが結果に与える影響について検討した。
結果：研究１．500Hzトーンバースト音での刺激において、健常者では投与前後での振幅の変

化はみられないが、メニエール病患者では投与後に振幅の改善がみられた。よって、500Hzトー
ンバースト音を刺激音とした。改善率のcut-off値は22%とした。２．メニエール病患者の患側に
おける改善率は63%、健側で24%であった。メニエール病患側の陽性率は、患者の年齢、ステー
ジ、罹病期間の影響を受けなかった。しかし、めまい発作から2週間以内に検査を実施したもの
はそれ以降に実施したものと比較し陽性率が低下した。
考察：フロセミド負荷VEMPは、内リンパ水腫疾患の63%で陽性となり、臨床検査として有用
である。一方、めまい発作より 2週間以内に検査を実施したものの陽性率は低かった。
Schuknechtは、メニエール病患者のめまい発作の機序として膜迷路破綻説を提唱した。すなわ
ち、高度の内リンパ水腫が膜迷路の破綻を引き起こし、その結果内リンパと外リンパの混合が
めまいを引きおこすものと考えた。破綻した膜迷路は、経過とともに修復されてゆくものとさ
れる。すなわち発作から期間が短い場合は膜迷路の破綻が残存しており、内リンパと外リンパ
の交通がフロセミドによる脱水効果を抑制しているのではないかと考えられる。今回の結果は
膜迷路破綻説を間接的に支持するものである。
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multifrequency tympanometry（MFT）を用いた
メニエール病患者の経時的評価

玉江　昭裕 1、石津　和幸 2,3、吉田　崇正 2、久保　和彦 2、野田　哲平 1,2、中川　尚志 2

1国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　耳鼻咽喉科、2九州大学病院　耳鼻咽喉科、
3耳鼻咽喉科　いしづクリニック

メニエール病とは難聴、耳鳴、耳閉塞感などの聴覚症状を伴っためまい発作を反復する疾患
と定義されており、病態は内リンパ水腫と記載されている。そして内リンパ水腫以外の病態に
よる反復性めまいとの鑑別のため、内リンパ水腫推定検査が推奨されている。内リンパ水腫推
定検査としては、蝸牛系内リンパ水腫推定試験としてはグリセロール検査、蝸電図検査が、前
庭系内リンパ水腫推定試験としてはフロセミド検査が広く知られている。これらの検査はいず
れも患者負担が大きく同一の患者に何度も検査できるものではないため、より非侵襲的で簡便
な検査法の開発が求められている。multifrequency tympanometry（MFT）は測定に使用する
音波の周波数を変化させて鼓膜のインピーダンスを測定することができ、結果として中耳の共
振周波数やコンダクタンスを測定することができる。過去の研究では主にresonance frequency
をはじめとした中耳伝音系の解析に用いられてきたが、近年Franco-Vidal VらはMFTを使いG
幅（2000Hzの周波数でコンダクタンスを測定した際に得られる波形の二峰性のピークの幅）を
測定する事で内リンパ圧を反映していると報告した。また、フランスにおけるFranco-Vidal Vら
の研究では、MFTを使いG幅を測定することでMDと診断する事ができると報告している4）。こ
の手法による診断が定着すれば、メニエール病の診断に有用な非侵襲的で簡便な検査が加わる
こととなる。以前われわれはFranco-Vidal Vと同様なトライアルを行い、G幅の日本人における
メニエール病患者の評価をおこなったところ、メニエール病間欠期の患者においてG幅は有意に
増加していた。発作期患側の分布はコントロールと間欠期患側の中間の分布となった。しか
し、同一患者の経時的なG幅の評価については検証がされておらず、発作期及び間欠期のG幅の
変化については不明であった。今回我々は経時的に4回以上G幅の測定ができた9症例についてG
幅と低音域3周波数（125Hz、250Hz、500Hz）の聴覚閾値の合計の関係について検討し病勢とG
幅の関係について検討した。統計学的に正の相関を示す症例がある一方、統計学的に有意では
ないが、負の相関をしめしているような症例もみとめた。症例によっては病勢の評価にMFTに
よるG幅の測定が有用であることが示唆された。
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テーマセッション13　Keynote lecture
朝戸裕貴

1984年3月 東京大学医学部医学科卒業
1996年4月 東京大学附属病院形成外科講師
1998年7月 東京大学医学部形成外科助教授
2006年4月 獨協医科大学病院形成外科診療部長（学内教授）
2008年2月 獨協医科大学形成外科学講座、大学院形成再建外科学教授

小耳症・外耳道閉鎖に対する耳介形成と外耳道形成の共同手術

朝戸　裕貴 1、加我　君孝 2

1獨協医科大学形成外科学、2国立東京医療センター感覚器センター

小耳症・外耳道閉鎖に対して形態と機能の再建を両立させることを目的として、われわれは
耳介形成術と外耳道形成術を形成外科・耳鼻咽喉科の同時共同手術として行うことに取り組ん
できた。
小耳症に対する耳介形成術は、患者が10歳になるまで待機した上で、第1期手術として肋軟骨

移植術を、半年経過後に第2期手術として耳介拳上術を行う二段階手術法が一般的である。この
第2期手術において、適応のある患者については耳介拳上術とともに外耳道形成術を同時共同手
術として施行する。
まず初回手術の前に側頭骨CTを撮影して中耳の構造をしらべる。評価はJahrsdoerferの評価

法に準じて9点満点で行うが、8－9点の評価であれば外耳道形成術による聴力改善の可能性は高
いと判断している。同時にCTから三次元構築を行い、外耳道形成術を行う場合の外耳道開口部
の適切な位置を決定し、この部分が形成する耳介の耳甲介内部に位置するよう、形成耳介の位
置を決定して初回の手術に臨む。
初回の肋軟骨移植術では右側（両側症例では患側ど同側）のⅥ、Ⅶ、Ⅷの3本の肋軟骨を採取

し、Ⅵ、Ⅶで基板、Ⅷで耳輪と対耳輪を細工して耳介のフレームワークを作製する。余剰の肋
軟骨は第2期手術で利用できるよう胸部の皮下に温存しておく。一方耳介部では外耳道開口部に
相当する部分を皮下茎として温存し、残存耳垂の後方移動とフレームワーク挿入の皮下ポケッ
トを作製する。持続吸引ドレーンと作製したフレームワークを入れて陰圧をかけながら皮膚の
トリミングを行って閉創する。ドレーンは2週間留置したのちに抜去し、抜糸は術後3週間経過
後に行うこととしている。
第2期手術を共同手術で行う場合、最初に形成外科医が頭部からの分層採皮を行い、耳介周囲

の切開と耳介上方7cmの側頭部における6cmの横切開から浅側頭筋膜を形成耳介とともに拳上す
る。その後同じ切開から深側頭筋膜も拳上、耳甲介部を広く開口して術野を整えて術者を交代
する。その後形成外科医は胸部に温存しておいた肋軟骨で支柱を作製し、採皮した分層皮膚の
一部から皮膚管を作製する。耳鼻咽喉科医は顔面神経の走行に注意しながら側頭骨を削開して
外耳道を形成し中耳腔に達する。必要に応じて支柱軟骨の余剰部分や深側頭筋膜の一部を利用
して耳小骨、鼓膜の再建を行う。深側頭筋膜を作製外耳道に敷き詰めてから皮膚管を挿入し、
小ガーゼ片を詰めて植皮の固定とする。再度術者を交代して形成外科医が支柱軟骨を固定、浅
側頭筋膜で被覆してから形成耳介を反転して外耳道開口部を縫合する。最後に耳後部に残りの
分層皮膚を植皮してタイオーバー固定を行う。

1999年から2015年までの17年間に200例の同時共同手術を施行した。うち片側例は133、両側
例は37例67件であった。術前後の聴力改善に関しては約60％の症例で15dB以上の改善がみられ
るが、正常聴力レベルに達するには補聴器の使用が必要であった。合併症として5例に顔面神経
麻痺が見られたがうち4例は保存的に治癒した。
本術式の解説とともに代表的症例を供覧する。
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テーマセッション13 Keynote lecture

Ass. Prof.  Dr. John Martin Hempel, MD

Current position Consultant at the Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery,
Grosshadern Hospital, Ludwig-Maximilians University, Munich. Head of the subdi-
vision hearing implants, microtia and clinical audiology; Co-head of the cochlea
implant center of the Ludwig-Maximilians University, Munich

Education
03/1993-03/1995 Study of human medicine at Free University, Berlin.
04/1995-12/1999 Study of human medicine at Ludwig-Maximilians-University, Munich.
07/1996-11/1996 Research at University of California, San Diego, Prof. Dr. J. Harris (autoim-

munology of the inner ear).
12/1999 Degree: Medical doctor. 
01/2000-06/2005 Medical Doctor in Training for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery,

Grosshadern Hospital, Ludwig-Maximilians-University, Munich.
01/2002 Dissertation (on the autoimmunology of the inner ear).
06/2005 Degree: Medical specialist in otorhinolaryngology.
04/2011 Degree: Specialist facial plastic surgery 
06/2014 Degree: Specialist in advanced head and neck surgery
02/2015 Degree: Postdoctoral lecture qualification

Research focus
Ear reconstruction (functional results, quality of life), hearing implants in otorhinolaryngology (bone
conduction, active middle ear implants, cochlea implants), facial nerve.

Functional rehabilitation in atresia patients

John-Martin Hempel
Ludwig-Maximilians University, Munich

Aural atresiaplasty is a challenging procedure. Unfortunately, functional results after atresi-
aplasty turned out to be limited. For approximately 50% of the patients hearing results are un-
satisfactory after atresiaplasty and a hearing aid is still necessary. For a long time the only
alternative to atresiaplasty was a bone conducting hearing aid, implying disadvantages such as
local infections, extrusion, cosmetic discontent and the stimulation of the, in most cases, normal
hearing contralateral ear. The VSB provided new possibilities for atresia cases, allowing indi-
vidual solutions to fix the FMT. In cases of a high surgical risk, as identified by high definition
temporal bone CT-scan, the BONEBRIDGE seems to be a very good alternative for atresia pa-
tients, also compared to the classical bone conducting hearing aids.  In over 40 cases with atresia
we performed a VSB implantation. Several technical options have been applied, such as modi-
fying the original clip in a way that an upside down fixation to malformed stapes superstructure
was possible, or using a coupler or RW application. In over 20 cases of atresia we performed a
Bonebridge implantation. Speech understanding in quiet, compared to a normal hearing ear, im-
proved in all VSB and BONEBRIDGE patients. Speech understanding in noise also improved in
all cases.
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先天性外耳道閉鎖症における外耳道形成の一工夫

高木　　明、木谷　芳晴、堀　　真也、鳥居　紘子、松原　　彩、関川　奈穂、宮崎　和美
静岡県立総合病院耳鼻咽喉科

【はじめに】　先天性外耳道閉鎖症に対する聴力改善手術は外耳道形成術、鼓室形成術からな
り、その手術は合併症の多さ、聴力改善成績の不確実性から近年、手控えるべきという意見も
散見される。そして　Bone anchored hearing aid（BAHA）、人工中耳が確実な聴力改善に有効
として推奨する発表も増えつつある。しかしながら、BAHAについては常に感染の可能性が伴
うし、水泳、運動、就寝中は装用が出来ないなど、日常生活での不自由さは避けようがない。
また、鎖耳に対する人工中耳手術は外耳道形成術を伴わないもののアブミ骨に到達し、振動子
を装着する手技は鎖耳の鼓室形成術と同等の高度な手技を要求される。いずれにせよ、Otolo-
gist が鎖耳に対して人工機器に頼らない手技を確実なものにできれば、それに勝るものはな
い。鎖耳の術後の合併症には　外耳道の再狭窄、鼓膜の潜在化、耳小骨の再固着、術後の外耳
道の持続感染、顔面神経損傷などが挙げられる。これらのうち、まず、外耳道形成が確実なも
のであれば、鼓膜の潜在化、耳小骨の再固着などは2回目の修正手術で比較的容易に改善でき
る。つまり、鎖耳においては十分な大きさの乾燥した外耳道を作る手技が重要である。そのた
めに遊離血管皮弁を用いた報告もあるが、特殊な手技を要求され、一般的とは言えない。
そこで我々は外耳道形成のための遊離皮弁の置き方に一工夫を加え、容易に乾燥外耳道を作

成することが出来たのでその手技をビデオで紹介する。
【症例】　19才（術時）男性。6才時に右先天性外耳道閉鎖症にて初診。左耳は正常形態、正常
聴力であったので中学以降に鎖耳の聴力改善手術の希望があれば再度受診とした。18才になり
大学進学を機に再度、手術希望にて来院し、骨性閉鎖鎖耳に対して、平成27年2月に外耳道形成
術、鼓室形成術を行った。術前聴力は気導61.3dB、骨導15dB であり、CT上、mastoid の発育
は良好であり、アブミ骨、内耳に奇形を認めない。
【術式】　外耳道に相当する部分のmastoidectomy からキヌタ骨短脚を確認し、その後、前下方
に削開して、変形したツチ骨、キヌタ骨を除去した。顔面神経は水平部が露出していたが走行
異常を認めなかった。外耳道形成のために大腿内側よりZimmer air dermatome を用いて 0.3mm
厚さで　4cm×5cmのsplit skin graft を採取した。キヌタ骨をコルメラとしてTP IIIc として
鼓膜部分に側頭筋膜を置き、さらに採取したskin graft を重ねた。その際、skin graft の中心部
が temporal fascia 部に位置するようにgraftを置き、その遊離縁が外耳道入口部に位置するよう
にした。つまり、鼓膜面、外耳道側面には遊離皮膚弁の辺縁が位置しないようにし、4cm×5cm
の大きな皮膚弁を外耳道内に十分なたるみを持たして配置した。このように袋状にgraftを置く
ことによって血管の乏しい移植床においてもgraft 辺縁からの破断、壊死が起こりにくくなるこ
とを期待した。また、graft 辺縁が外耳道入口部に位置することで耳介からの血流、上皮の延伸
を期待した。外耳道内にはMerocel を留置した。手術時間は1時間50分であった。術後問題なく
経過し、７病日後に退院となった。
【経過】　術後２週目に外来で　Merocel を抜去した。

Graft はよく生着し、聴力は32.5dBと30dBの改善を認めた。骨導も0 dB に改善した。その
後、1年3ヶ月を経過して現在まで、外耳道に炎症性肉芽など認めることなく、乾燥耳が保た
れ、外耳道狭窄の傾向も見られない。但し、聴力は45dBと若干の域値上昇を認め、CT上鼓膜の
浅在化が示唆されている。
【まとめ】　先天性外耳道閉鎖症に対して十分な大きさのsplit skin graft をその辺縁が外耳道口
に位置するように袋状に置くことによって容易に乾燥耳を得ることができた。
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BONEBRIDGEを実施した外耳道閉鎖症の１例

岩崎　　聡 1、岩佐陽一郎 2、鈴木　伸嘉 1、宇佐美真一 2、加我　君孝 1

1国際医療福祉大学三田病院　耳鼻咽喉科、2信州大学　医学部　耳鼻咽喉科

【はじめに】　骨導インプラントの１つであるBaha手術が本邦では2013年保険医療として承認さ
れたが、頭皮からの突起物があり、審美性に難点があった。内部装置がすべて皮下に埋め込ま
れ、審美性にすぐれた骨導インプラントとしてBONEBRIDGE（図）である。海外ではすでに実
施され、ヨーロッパのCEマークの承認を得て、有効性が報告されている。今回臨床研究として
個人輸入し、両側外耳道閉鎖症に対してBONEBRIDGEを実施したので報告する。
【症例】　症例は40歳、男性で、先天性両側小耳症・外耳道閉鎖症のため2004年に右耳介形成、
2005年左耳介形成、2006年右外耳道形成術、2007年左外耳道形成術、2010年右耳介修正術、
2011年右外耳道再狭窄のため外耳道形成術の既往がある。聞こえに対しては、1歳からカチュー
シャ型の骨導補聴器を使用していた。2015年三田病院にて左耳へBONEBRIDGE埋め込み術を全
身麻酔下で実施した。術前の聴力は、平均骨導聴力レベル（250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、
4000Hzの平均）が右耳で19dB、左耳で14dB、平均気導聴力レベル（同5分法）は右耳で87dB、
左耳で74dBであった。BONEBRIDGE装用下の閾値は250Hzが40dB、500Hzが30dB、1000Hzが
20dB、2000Hzが20dB、4000Hzが15dB、8000Hzが15dBであった。CI-2004による静寂下の単音
節、単語、文章の成績は91％、100％、91％、SN＋10dBの雑音下の単音節、単語、文章の成績
は92％、98％、90％と良好な成績が得られた。
【考察】　1歳から装用していた骨導補聴器のヘッドバンドから解放され、良好な聞き取りが得
られ、大変満足された。また、有害事象もなく、安全性、有効性が確認できた。BONEBRIDGE
は振動子自体も側頭部に埋め込み、外部装置を磁力で装着させるため、審美性と十分な出力が
保てることが可能であった。乳突蜂巣の発育不良の外耳道閉鎖症にBONEBRIDGEは良い適応で
あると思われた。
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耳小骨の分化機構に基づいた中耳奇形分類：各群における
臨床像と適応となる術式について

小島　敬史 1,2、神崎　　晶 1、大石　直樹 1、若林　聡子 1、平賀　良彦 1、小川　　郁 1

1慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室、2町田市民病院

目的：胚葉の観点からの分化機構に基づいた中耳奇形分類の各群における典型的な臨床像とその発生
様式について考察し、適応となる術式について検討する。
従来、解剖学の観点つまり胎児を解剖して行う研究により、耳小骨は第一・第二鰓弓由来であるとさ

れていた。近年の鳥類や遺伝子改変マウスを用いた胚葉の観点からの発生学的研究では、耳小骨の細胞
単位での分化機構が明らかになりつつある。耳小骨は第一・第二鰓弓由来の神経堤と呼ばれる多分化能
をもつ胚葉から、８つの亜部位にそれぞれ独立して誘導され分化する。その順序は複雑であり、例えば
キヌタ骨長脚は最後にすでに形成されたキヌタ骨体とアブミ骨頭を架橋するように形成される。
この胚葉の観点からの分化機構に基づき、臨床的観点からの内容を加えた中耳奇形分類を2014年の本
学会で発表した（図）。中耳奇形の臨床像は極めて高い多様性を持ち、従来の理解ではその発生様式の
解釈に限界があった。本分類では奇形の部位によって区別し、各部位で異常骨化・形成不全・発生部位
異常を来す可能性があると考えることにより多様な中耳奇形の発生様式を解釈できる。加えて臨床像の
把握が容易であり、各群が術式と関連しているのが特徴である。

Group 1：ツチ骨柄の発生部位異常やMalleus barが相当する。同部位の異常はツチ骨可動術や、異常
骨化部位の解除が適応になる。

Group 2：ツチ・キヌタ関節の固着や、キヌタ骨体の欠損などが該当する。鼓室形成術 III型が必要に
なる場合が多い。

Group 3：上鼓室での靱帯の異常骨化であり、Group 2が神経堤由来であるのに対し、こちらは中胚葉
由来と考えられる。可動術が行われた場合しばしば再固着による聴力悪化が問題となり、鼓室形成術III
型を選択するのが望ましいとする報告も多い。

Group 4：キヌタ骨長脚は形成不全をきたすことが多く、アブミ骨の異常を伴わなければ鼓室形成術
III型が適応となる。

Group 5：アブミ骨上部構造の異常はGroup 4に次いで多い。形成不全として変形や欠損をきたすこ
とが多く、底板の固着がなければ鼓室形成術 IV型が適応となる。

Group 6：底板固着症は中胚葉由来の輪状靱帯、神経堤由来の底板、どちらの異常でも生じる可能性
がある。この部位の異常があると、アブミ骨手術が必要となる。
結語：本分類を用いることで耳小骨の分化機構に関する理解が促進するだけでなく、各群は適応とな

る術式と関連しており、臨床像が把握しやすくなる利点がある。

Otol Jpn 26 (4) :293 , 2016

T13-O3



Otol Jpn 26 (4) :294 , 2016

テーマセッション14　Keynote lecture
小島 博己

昭和62年4月 東京慈恵会医科大学卒業
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 教授 
平成25年4月 東京慈恵会医科大学附属病院副院長
専門分野 臨床：耳科手術、側頭骨外科手術

基礎：中耳粘膜再生, 真珠腫の進展機序、アポトーシスのシグナル伝達

鼻粘膜上皮細胞シート移植による中耳粘再生

小島　博己
東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

１．はじめに
鼓膜形成術では、自己の採取した移植片が足場として働き、残存鼓膜が再生し鼓膜穿孔が閉鎖される。このよ
うに古くから耳鼻咽喉科の治療においては再生医学に基づく基本概念が存在する。我々は以前より中耳粘膜再生
の研究を行っており、難治性中耳疾患に対する術後の粘膜再生を目的とした細胞シート工学を用いた自己の培養
鼻腔粘膜上皮細胞シート移植による新規治療を開発し、世界初の培養細胞の中耳への移植治療として臨床応用に
成功した。
２．現行治療の限界
癒着性中耳炎や真珠腫性中耳炎に対する治療は鼓室形成術であり、主な目的は病変の除去、合併症予防、再発
防止、そして聴力改善である。この目的をかなえるためには中耳腔に含気が存在し、鼓膜の振動がロスなく耳小
骨を経由して内耳まで伝わることが必要である。術後に含気のある中耳腔を形成するためには中耳粘膜の再生お
よび生理的なガス換気能の回復と鼓膜の癒着防止がなされることが重要である。しかしながら中耳炎を伴った症
例では中耳粘膜機能は障害されているため術後の粘膜上皮の再生は遅延し、有効な含気腔を作ることが困難なこ
とが多い。特に癒着性中耳炎症例では手術時に上皮を剥離除去する際、粘膜を保存できないことも多い。このた
め癒着性中耳炎は他の中耳疾患と比較して術後の聴力成績が非常に悪い。これまでも如何にして中耳粘膜を早期
に再生させるかが大きな課題とされており、術後鼓膜の再陥凹や再癒着の防止と中耳粘膜の再生を期待して、粘
膜を直接移植する方法など様々な試みがなされたが、未だ確立された治療法はない。
また、真珠腫手術の術式には外耳道後壁を保存する外耳道後壁保存型鼓室形成術と後壁を削除する外耳道後壁

削除型鼓室形成術あり、外耳道の生理的形態を維持するという点で外耳道後壁保存型鼓室形成術が優れている。
しかしながらこの術式の欠点は術後再発が多いことである。遺残性再発は内視鏡の使用などによりかなり制御可
能となったが、再形成性再発を完全に抑えることは困難である。一方、外耳道後壁削除型鼓室形成術では再発率
は低いが、外耳道の生理的な形態は損なわれ、術後のcavity problemを生じる可能性がある。我々が考える理想
的な術式は、外耳道後壁は保存し、かつ術後の含気化が良好な乳突腔を形成することである。もちろん過去にも
数々の工夫はなされてきたが、従来の方法だけでは限界があると考える。
このような経緯から、術後に障害された中耳粘膜を早期に再生させることが可能になれば、癒着性中耳炎では
鼓膜の再癒着を防止することができ、真珠腫性中耳炎においては外耳道後壁を保存した上で再形成性再発を予防
できる可能性があると考えた。
３．難治性中耳疾患に対する再生医療的アプローチ
細胞シート工学を用いた再生医療は心筋、肝臓、膀胱など様々な組織を対象とした新規技術の開発が進めら

れ、角膜、食道などではすでにヒト臨床応用に成功しており、良好な治療効果が得られている。我々は術後中耳
粘膜の再生を促し、鼓膜の再癒着および再形成真珠腫を予防する目的として、自己の鼻粘膜培養上皮細胞シート
を作製し、術後の粘膜欠損部位へシートを移植する新たな治療法を開発した。細胞ソースとして鼻粘膜に着目し
た理由は、鼻粘膜は外来にて低侵襲で容易に採取可能であり、中耳粘膜に解剖学的にも連続性があり組織学的に
も近似しているからである。作製した自己の培養上皮細胞シートはいずれも設定された品質基準を満たし、中耳
手術の際に安全に移植することに成功した。狭い中耳腔内の骨面上には移植用デバイスを用いることで細胞シー
トを移植することが可能であった。現在までに真珠腫性中耳炎の患者4例、癒着性中耳炎の患者1例に対してシー
ト移植を併用した鼓室形成術を施行することができた。いずれの症例も移植後の経過は非常に良好で、術後CT
において細胞シートの移植した部位に一致して中耳腔の含気化を認め、真珠腫の再発や鼓膜の再癒着も認めてい
ない。また細胞シート移植による有害事象も認められなかった。
おわりに
耳鼻咽喉科の再生医療においてヒト臨床応用に到達した分野はまだ少ない。今後、基礎研究の成果を臨床応用
につなげるトランスレーショナルリサーチにより、これらの課題の克服が期待される。
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テーマセッション14　Keynote lecture
藤岡 正人

平成14年 慶應義塾大学医学部卒業、同大学病院耳鼻咽喉科研修医
平成15〜18年 同大学院医学研究科 博士課程修了（外科系耳鼻咽喉科学）
在籍中に同生理学教室（岡野栄之主任教授）に師事。その後、同生理学教室特別研究助手を経て、
平成18〜21年 Eaton-Peabody研究所, MEEIポスドク/Harvard Medical School上級研究員
帰国後、慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学助手、けいゆう病院耳鼻咽喉科などを経て
平成28年5月〜慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学専任講師

内耳再生：国内外における基礎研究の現況と実用化に向けた課題

藤岡　正人
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

再生医療とは、自己修復能が限られている部位での失われた組織・臓器の人為的再構築によ
る治療を指し、イモリなどの下等生物と異なり元来内在性再生能に乏しい人類にとっては大き
なチャレンジである。我が国のようにヒトの臓器や細胞の確保が困難な医療状況下において
は、再生医療の実用化に対する社会的要請がとくに大きく、再生医療新法の成立や再生医療製
品の早期承認制度など、技術革新を産業化に結びつける試みが国家レベルで急速に推し進めら
れている。かつては再生能がないと考えられていた内耳においても、科学の急速な進歩により
幹細胞の採取やES/iPS細胞を用いた内耳幹細胞の作成が可能となり、現在、製薬業界も巻き込
んだ「内耳再生医療」の本格的な実用化競争が世界中で始まりつつある。このKeynoteでは産学
官をまたいだ本邦における再生医療全体の概要を整理し、実用化に向けて我々が求められるス
テップやハードルについて概観したのちに、基礎研究レベルでの内耳再生に関する国内外の知
見を整理したい。また時間が許せば我々が数年来進めている、①ヒトES/iPS細胞を用いた有毛
細胞分化誘導剤のスクリーニング、②小分子化合物を用いた内在性幹細胞の活性化と分化誘導
によるマウス蝸牛有毛細胞再生と③霊長類モデルによるその効果の検証について紹介したい。
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組織工学的手法による乳突蜂巣再生

金丸　眞一 1,2,3、金井　理絵 1,2、吉田　季来 1、北田　有史 1、西田　明子 1、坂本　達則 1、
小紫　彩奈1、前谷　俊樹1

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

3公益財団法人　先端医療センター病院　再生医療部門　耳鼻咽喉科

はじめに
乳突蜂巣の表面は豊富な毛細血管を有する薄い粘膜に覆われている。乳突蜂巣にはその表面に張られた粘

膜内の毛細血管を通じ、乳突腔内のガス分圧あるいは濃度勾配にしたがってガス交換が行われ、耳管ととも
に生理的中耳圧の維持という機能がある。
乳突蜂巣は生後より通常10歳ごろまで発育する。この時期に滲出性中耳炎などを含めた慢性中耳炎に持続

的に罹患すると、乳突蜂巣の発育が抑制されることがわかっている。このことは慢性中耳炎症例の多くが、
側頭骨乳突蜂巣の発育不全といた解剖学的共通性を有していることからも推察される。すなわち、乳突蜂巣
が発育する時期に持続的な炎症にさらされることは、正常な中耳機能を維持する上で必要な中耳圧の調節機
能を失うことになる。
一般に保存的治療に反応しない慢性中耳炎に対しては、その手術的治療として鼓室形成術が施行されてい

る。鼓室形成術の目的は、病変の除去と伝音系の再建である。半世紀にわたりこの手術的治療に改良が加え
られ、幾多の工夫がなされてきた。しかし、癒着性中耳炎や真珠腫性中耳炎をはじめとする高度の慢性中耳
炎では、長期経過の中では再発の頻度が高く、鼓室形成術によっても完治しないことが知られている。難治
性中耳炎と呼ばれるゆえんである。上に述べたごとく、高度の慢性中耳炎は中耳ガス交換能の破綻が主因と
考えられる。したがって、これらの疾患の根本的原因を解決することなく通常の鼓室形成術を施行しても、
その長期経過の中で再発するのは当然の結果といえる。
これに対しわれわれは難治性中耳炎の治療法の開発を目的に、組織工学の概念に基づき、足場としての人

工蜂巣骨あるいは自家骨片移植による乳突蜂巣再生を試み、再生された乳突蜂巣が生理機能としてガス交換
を有する事、耳管機能改善に寄与する事などを報告してきた。しかし、上記の足場移植のみでは、乳突蜂巣
再生の効率が低いことが難点であった。
目的
今回の臨床研究では乳突蜂巣の再生効率を高めるために、足場とともに、毛細血管を有する粘膜の誘導を
促進する目的で、成長因子としてゼラチンスポンジに含浸させた塩基性線維芽細胞増殖因子（Gb-FGF）を
移植して、足場のみの症例と比較検討を行った。
対象患者
患者37症例（男：17例、女：20例、年齢：15‐89歳　平均54.7歳）で、真珠腫性中耳炎22例、癒着性中耳

炎例5例、慢性化膿性中耳炎10例である。すべての症例に対して段階手術を行った。患者は、削開した乳突
洞に自家骨片＋Gb-FGFを移植した I群（n=27）と自家骨片のみを移植した II群（n=10）に分けた。
方法と材料
鼓室形成術の第１段階で、皮質骨片の採取のあと乳突削開を行い、病変の除去を施行した後に、削開した

乳突腔に自家骨片±Gb-FGFを移植し、フィブリン糊で固定。再生空間の確保を目的に皮質骨壁再建を行っ
た。外耳道後壁の処理については、原則は後壁をそのまま温存するいわゆるCanal wall upで行い、一部の
症例でCanal wall down and canal wall reconstruction で行った。
第2段階手術では削開乳突腔を再開放して、蜂巣構造の再生、蜂巣骨周囲の粘膜形成および毛細血管新生

や腔内への肉芽、結合織の侵入や貯留液の有無を観察した後、鼓室と乳突腔との交通を妨げる肉芽、結合織
や貯留液などがある場合はこれらを除去した。皮質骨の再建については第1段階手術と同様の手法で行っ
た。
観察期間は、２年から５年で最終段階手術の１年後に術後聴力の判定と乳突蜂巣再生の判定を行った。ま

た、第2段階手術の前に撮影したCT画像により乳突蜂巣再生の割合を両群間で検討した。聴力の判定基準
は、本学会の判定基準に従い、また乳突蜂巣再生はわれわれの定めた判定基準を用い、術後の高分解能CT
による含気腔の形成範囲によってその成否を評価した。
結果
第2段階手術の前に撮影したCT画像による乳突蜂巣再生の割合は、I群、II群それぞれ、63％（17/27）、

20%（2/10）であり、I群が優位に良好であった。また、最終的な評価では、75%（20/27）、50%（5/10）で
あった。
結論
自家骨片＋Gb-FGF移植は、自家骨片単独移植よりも乳突蜂巣再生を促進する。
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家兎モデルを利用した中耳環境下における
培養鼻粘膜細胞シートの細胞動態

森野常太郎 1,2、山本　和央 1、谷口雄一郎 3、小島　博己 1

1東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室、2東京女子医科大学　先端生命医科学研究所、
3聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科学教室

【目的】
我々は難治性中耳炎の新しい治療法として中耳粘膜再生の研究に取り組んでいる。家兎の中

耳粘膜障害モデルに対して、温度応答性培養皿を用いた鼻粘膜細胞シートの移植実験を行い良
好な結果を得た。さらに本技術をヒトへ臨床応用することができるよう厚生労働省に申請し、
真珠腫性中耳炎症例に対して自己鼻粘膜上皮細胞シートを用いた鼓室形成術を5例行った。現在
まで再発例はなく術後聴力も良好である。これまでの動物実験や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。今後、移植さ
れた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・有効性を示すことで、再生医療の臨床応用へと繋げる必要が
ある。今回、家兎実験モデルを用い、培養鼻粘膜細胞の生着並びに組織像に関して検討したの
で報告する。
【方法】
鼻粘膜は成熟白色家兎（New Zealand white rabbit）の鼻腔より外切開で採取し、エクスプラ

ント培養で初代培養を行った。得られた鼻粘膜上皮細胞を温度応答性培養皿に継代培養し、家
兎鼻粘膜細胞シートを作製した。次に同一家兎の中耳骨胞の粘膜を可及的に除去した粘膜障害
モデルを作製し、粘膜が剥離された中耳骨胞内に鼻粘膜上皮細胞シートを移植した。細胞シー
トを移植後、3日後、7日後、14日後を比較し、其々の形態学的評価を肉眼的、組織学的に検討
した。具体的には、鼻粘膜細胞シートを蛍光色素（CFSE）で標識することで移植後の中耳骨胞
における生着状況の評価し、移植組織の上皮組織における繊毛形成や杯細胞の分布、粘膜肥厚
や肉芽組織の形成など組織学的解析に関して対側耳をコントロールとして比較検討した。
【結果】
蛍光色素を用いることで鼻粘膜細胞シートを標識することが可能であった。さらに、3日後、

7日後の移植モデルでは移植部位の標識を確認することができ細胞シートの生着を確認すること
ができた。通常中耳粘膜を除去すると、中耳腔内に肉芽組織の増生や骨増生が観察されるが、
今回細胞シートを移植した群ではこれらの所見は観察されなかった。組織学的にも粘膜の肥厚
や線維化は認めず、対側耳の正常耳と比較しても差は認めなかった。
【結論】
これまで In vivo実験では、移植した細胞シートの生着に関する検証は行われていなかった。

この理由は中耳粘膜と鼻粘膜上皮細胞シートを区別するバイオマーカーが存在しないこと、ま
た家兎モデルを利用した解析は使用可能抗体が少なく全ゲノム配列も未同定であるため定量的
かつ包括的解析が困難であるためである。そこで今回蛍光色素による細胞シートの標識を行い
生着の評価を行った。今回の結果から現在の中耳の効果は移植した細胞シートが生着すること
により治療効果が得られる可能性が示唆された。今後は長期的に移植組織の評価が行えるバイ
オマーカーの検索や、他部位への鼻粘膜細胞シートの移植を行うことで移植した代用組織が移
植先の微小環境でどのように変化していくのか細胞動態の挙動解析を行う。
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iPS細胞からコネキシン26発現細胞への分化誘導と
ギャップ結合プラークの構築

福永　一朗 1,2、池田　勝久 1、神谷　和作 1

1順天堂大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座、
2順天堂大学大学院　医学研究科　老人性疾患病態・治療研究センター

【背景】先天性難聴は1000出生に1人と高頻度で発生し、その半数以上が遺伝性とされている。
近年、多くの原因遺伝子が同定されており、随伴症状を伴わない非症候群性難聴においては原
因遺伝座が100以上明らかになっている。特に、コネキシン26（Connexin26, Cx26）をコードす
るGap Junction Beta 2（GJB2）が原因となる難聴は世界で最も発生頻度が高く、本邦において
も先天性難聴の25〜30％がGJB2遺伝子の変異による難聴であるとされている。Cx26とCx30は内
耳における細胞間ギャップ結合の主な構成要素であり、内耳ギャップ結合は内耳イオンの受動
輸送体として重要な機能を担っている。
これまで我々は、GJB2変異難聴モデルマウスを開発し、Cx26ギャップ結合プラーク（gap

junction plaque, GJP）の崩壊を明らかにした 1）。また、GJB2変異難聴モデルマウスに対し、ア
デノ随伴ウィルスを用いてGJB2遺伝子を導入することで、コルチ器の正常な立体構造の形成や
聴力の回復に成功した 2）。
近年、難聴に対する細胞治療や疾患モデル細胞への適用を目指し、ES/iPS細胞から内耳有毛

細胞や聴覚神経細胞への分化誘導法が複数報告されている。しかし、Cx26発現細胞やCx26陽性
GJPを構築する細胞への分化誘導法は報告されていない。
【目的】本研究では、GJB2変異難聴の細胞治療および疾患モデル細胞への適用を目指し、iPS細
胞からCx26陽性GJPを構築する細胞への分化誘導法を開発することを目的とした。
【方法】マウス iPS細胞の分化誘導法は既に報告されているES/iPS細胞から内耳細胞への分化誘
導法を改変した。
【結果】分化誘導後の胚葉体におけるCx26/30のｍRNA発現量が上昇した。また、胚葉体の一部
においてCx26発現細胞および細胞間のCx26陽性GJPが確認された。
【結論】本研究で作成したCx26を発現し、Cx26陽性GJPを構築する細胞は、GJB2変異難聴に対
する細胞治療や疾患モデル細胞としての適用が期待される。今後は、分化誘導効率の改善と細
胞株の樹立を目指す。
1）Kamiya K, Yum SW, Kurebayashi N, Muraki M, Ogawa K, Karasawa K, Miwa A, Guo X,

Gotoh S, Sugitani Y, Yamanaka H, Ito-Kawashima S, Iizuka T, Sakurai T, Noda T, Minowa O,
Ikeda K.  Assembly of the cochlear gap junction macromolecular complex requires connexin
26. J Clin Invest. 2014; 124（4）, 1598-1607.

2）Iizuka T, Kamiya K, Gotoh S, Sugitani Y, Suzuki M, Noda T, Minowa O, Ikeda K. Perinatal
Gjb2 gene transfer rescues hearing in a mouse model of hereditary deafness. Hum Mol Genet.
2015; 24（13）: 3651-3661.
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テーマセッション15　Keynote lecture
岩崎  聡

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

人工聴覚器─人工中耳、植込型骨導補聴器、骨導インプラントの
適応・有効性

岩崎　　聡
国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科

人工中耳と植込型骨導補聴器、骨導インプラントは伝音・混合性難聴に対する人工聴覚器として発展
した。Vibrant Soundbridge（VSB）は人工中耳の中で代表的なもので、感音難聴の適応として開発さ
れたが、その後振動子であるFloating Mass Transducer（FMT）を正円窓に設置することで直接蝸牛
に振動エネルギーを伝える方法で、適応を伝音・混合性難聴へと拡大した。2014年、本邦において伝
音・混合性難聴に対して正円窓アプローチによる臨床治験を終了し、2015年薬事承認、今年は保険収載
される予定である。臨床治験では23例を対象とした有効性の解析が行われた。手術前（裸耳）と手術後
20週（VSB装用下）におけるファンクショナルゲインは250Hz〜8000Hz全ての周波数で統計学的に有意
な改善（P＜0.001）が確認され、特に1000Hz〜4000Hzの中高音域の改善が著明であった。静寂下・雑
音下の音場語音明瞭度も統計学的に有意に改善（P＜0.001）を示した。主観的にはAPHAB（Abbrevi-
ated Profile of Hearing Aid Benefit）を用いた解析ではコミュニケーションの容易さ、騒音下での言語
理解、反響音で有意な改善効果が示された。本邦で実施された臨床治験における適応は以下のようにな
っていた。１）埋め込み側耳における骨導聴力閾値の上限が500Hzが45dB、1000Hzが50dB、2000Hz、
4000Hzが65dBを満たす。２）既存の治療を行っても改善が困難である両側の難聴があり、気導補聴器
及び骨導補聴器が装用できない明らかな理由があるか、もしくは最善の気導補聴器又は骨導補聴器を選
択・調整するも適合不十分と判断できる場合。具体的な適応症例としては、伝音難聴又は混合性難聴を
伴う中耳疾患（中耳奇形を含む）に鼓室形成術あるいはアブミ骨手術等の治療では聴力改善が不十分な
症例や伝音難聴又は混合性難聴を伴う外耳奇形（外耳道閉鎖症等）に従来の骨導補聴器の装用が困難あ
るいは補聴効果が不十分で満足が得られていない症例である。2015年8月にVSBの薬事承認が得られ、
以下のように使用目的又は効果として記載されている。埋め込み側の耳が伝音難聴又は混合性難聴であ
り、両側ともに気導補聴器及び骨導補聴器を装用できない又は装用効果が十分に得られない患者に対
し、日常の環境で環境音と語音の聞き取りを改善する。薬事承認では卵円窓に設置する方法（卵円窓ア
プローチ）も承認された。日本耳科学会で人工聴覚器ワーキンググループが立ち上がり、そこで作成さ
れた人工中耳（VSB）の手引書の適応は以下のようになっている。既存の治療を行っても改善が困難で
ある難聴があり、気導補聴器及び骨導補聴器が装用できない明らかな理由があるか、もしくは最善の気
導補聴器又は骨導補聴器を選択・調整するも適合不十分と判断できる場合。適合判断は補聴器適合検査
の指針（2010）などを使用して評価する。
元々伝音・混合性難聴に対する人工聴覚器は振動エネルギーを側頭骨を介して直接内耳へ伝える機器

である植込型骨導補聴器（Baha）が最初に臨床応用された。本邦においては2006年から2009年にかけ
て臨床治験が実施され、2013年に保険収載された。適応が人工中耳とも重なるため、選択に難渋するこ
とが推測される。平成25年に保険収載された際の適応は１）両側外耳道閉鎖症、両側耳硬化症、両側真
珠腫又は両側耳小骨奇形で、既存の手術による治療及び既存の骨導補聴器を使用しても改善がみられな
い、２）平均骨導閾値が45dB以内、３）18歳以上、ただし両側外耳道閉鎖症は保護者の同意が得られ
れば15歳以上となる。片側聾は適応から削除された。その後振動エネルギーを側頭骨を介して直接内耳
へ伝える様々な機器が骨導インプラントとして開発されるようになり、今後本邦でも臨床応用されて行
くと思われる。Bahaと骨導インプラントはこれまでの骨導補聴器に比べ音質に優れ、手術で中耳を触
らないため、聴力悪化のリスクが低い特徴がある。
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テーマセッション15 Keynote lecture

Univ. Prof. Dr. Baumgartner Wolf-Dieter, MBA

Recent  Positions: 
University Professor ENT at the Medical University Vienna
University Professor ENT at the Karolinska University Stockholm
Vice director and Vice chairman ENT Univ. Department Vienna
Visiting Professor ENT Univ. Department Brno/Brünn
Head of Division Otology & Implantology

Former Positions:
Ludwig Michael Visiting Professor at the Southwestern University of Texas in Dallas 2006
Visiting Professor at the National University Singapore 2006-2008
Visiting Professor at the Mahidol University Bangkok, Rhamatibodi Hospital 2005-2008
Visiting Professor at the Malayan University Kuala Lumpur since 2005
Visiting Professor at the Mayo Clinic Rochester, Minnesota 2008
Head of bureau university affairs at the Austrian & the Vienna Medical Doctors  2000-2012
Member of the national conference of hospital doctors   2004-2012
Head and deputy of the MD union at the Medical University of Vienna 2008-2012
Member of the Academic Senate of the Medical University Vienna 2010-2013
Austrian Academy of Sciences, Scientific Advisory Board - Acoustic Research  2008-2014
Medical director “Hear Life Clinic Dubai”, Dubai 2012-2013
Promotion:              18.06.1991  Doctor medicinae universae, Vienna
ENT Consultant     25.11.1997, Vienna
Habilitation/PhD    ENT 08.10.2001, Vienna
University Professor  01.03.2002, Vienna
University Professor  01.09.2012, Stockholm
Master of Business Administration 22.3.2010, Vienna & Berlin
> 117 original papers in medline (Pubmed)
More than 750 other publications
More than 1200 international lectures and conference papers
Organizer of more than 50 national & international conferences in Vienna

Candidacy selection criteria for VSB and BB

WD Baumgartner
ENT Department University of Vienna, Austria

ENT Karolinska Institutet Hospital, Stockholm, Sweden

The Vibrant Soundbridge semiimplantable hearing system is indicated in sensorineural hearing loss in regular
ossicular chain, as in ossicular chain disruption, or combined hearing loss. 
We compare different locations of fixation of the Floating Mass Transducer (FMT) in different anatomical regions
as for example the long process of the incus, round window, oval window or promontorial fenestration. Addi-
tionally we performed the very first Vibrant Bonebridge surgeries in children and adults.

In 65 patients (10 children) a Vibrant Soundbridge was coupled onto the round window, oval window, stapes-
remnants or promontorial fenestration.

In another 180 patients the FMT was coupled onto the long process of the incus. 8 patients are implanted bi-
laterally, 7 surgeries were performed in local anesthesia. 

Since November 2014 we only use the MRI compatible and modified new „Vibrant Soundbridge 503“. To date
10 patients were implanted, one with the new short process coupler, two with the new modified incus coupler.

Aditionally we implanted 67 Bonebridge devices, and the worldwide first pediatric Bonebridge.

All surgeries were uneventfull. In between 1998, in Vibroplasty cases since 2006, nearly all patients have an ex-
cellent audiological outcome and a good hearing performance. Ampified gain is in mean 45 dB(A). All pediatric
surgeries show excellent results, especially in atresia cases. 
All Bonebridge implants work very well  and provides aided thresholds of about 10 dB(A).

Vibrant Soundbridge and Bonebridge surgery is a safe and reliable method of hearing rehabilitation which
gives significant benefit to the patients hearing performance. 
We perform the surgery safely in children as young as 4 years old. 

Results of Vibrant Bonebridge show very good audiological outcome and a safe and easy surgery. 
We also report about the latest results from the new Vibrant Soundbridge 503.
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Vibrant Soundbridgeにおける段階的人工中耳埋め込み術

東野　哲也、松田　圭二、中島　崇博、中西　悠
宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

Vibrant Soundbridge（VSB）は導線の先端に振動子（floating mass transducer（FMT））を
連結したインプラントを側頭骨に埋め込み、体外部オーディオプロセッサーをマグネットで頭
皮に装着する半埋め込み型人工中耳である。もともと中耳に病変がない感音難聴をターゲット
にして開発されたが、その後、伝音・混合難聴にも適応が拡げられた。その背景に振動子を蝸
牛窓に設置して蝸牛窓膜を直接振動刺激する方法（Round window vibroplasty）により良好な
補聴効果を得たCollettiら（2006）の功績が大きい。前庭窓を介する本来の振動入力様式とは異
なった入力様式が難治性中耳病態に応用可能になったからである。我が国において2012〜14年
に行われた多施設臨床治験でも蝸牛窓アプローチが採用され、その安全性と有用性が一連の報
告として本年の日耳鼻会報に掲載された。
現時点での我が国のVSBの対象は伝音難聴又は混合性難聴に限られ、しかも臨床所見あるい

は術中所見から、鼓室形成術やアブミ骨手術では聴力改善が困難で、しかも気導補聴器及び骨
導補聴器が装用できない明らかな理由があるか、もしくは適合不十分と判断できる症例が適応
とされている1）。したがって、高度の鼓室硬化症や癒着性中耳炎、中耳真珠腫に伴う難治性中
耳病態や先天性外耳道閉鎖症・中耳奇形などがベースにある術後症が適応症例の多数を占め
る。中には活動性炎症や耳管機能不全、複数回手術による耳後部の組織欠損など、一期的なイ
ンプラント埋め込み手術が躊躇される例もある。VSB術前に準備手術を行った自験例について
報告する。
対象と方法　2012年から13年に当科で蝸牛窓アプローチVSB手術が行われた6例中、3例に準

備手術が行われた。そのうち2例は中耳根治術後例で耳後瘻孔の開存と鼓膜の全面癒着を伴って
いたため、耳後部の組織補強と鼓室腔確保を目的に準備手術を行った。他の1例は小耳症・先天
性外耳道閉鎖症に対する耳介形成・外耳道造設術後例で、開放された乳突腔の活動性炎症に対
する消炎および鎖耳に伴う顔面神経走行と高位頚静脈窩の位置関係からFMT導入スペースを確
認することが目的であった。準備手術として全例に外耳道閉鎖と temporoparietal fascial flap
（TPFF）による補強を行った。
結果　3例とも準備手術から半年後にVSB蝸牛窓留置を行った。根治術後症例は予め腔確保と
蝸牛窓の位置確認、耳後部皮下組織の補強がなされていたので、通常のS状耳後切開にてストレ
スなく埋め込みができた。鎖耳術後例は顔面神経の前方からは蝸牛窓窩へのアクセスが困難と
判断されていたので、retrofacial approachで試みることのリスクについて患者の同意を得た上
で、変則的な方法でFMT留置を遂行することができた。術後3∼4年経過しているが、全例とも
術後状態は良好である。
結論　混合性難聴を対象にする我が国のVSB適応患者の多くは術後例であり、鼓膜の癒着・

陥凹、開放乳突腔、耳管機能障害などインプラント後の長期的安定性には不利な条件が複合す
ることが多いと思われる。特に外耳道後壁削除例では乳突腔内に収めた導線の外耳道内露出が
長期的な問題となる。この問題についてはむしろ長期経過が確認されている我が国のリオン型
人工中耳の経験から学ぶ必要がある。柳原らによると、術後数年を経て生じる振動子の露出防
止策として、外耳道閉鎖と有茎側頭筋による被覆が有効であると報告されている。
我々の症例は耳後瘻孔を伴う根治術後例であり、その組織欠損補填に対してTPFFを採用し

た。TPFFはその豊富な血流から感染にも強く、皮膚血流の乏しい開放乳突腔の再建には極めて
有用である。この有茎弁の使用で多くの場合、一期的なVSB埋め込みが可能と思われるが、今
回は敢えて段階手術という安全策をとった。昨今の医療安全・医療倫理の側面からも、VSBに
よる蝸牛窓刺激のような高難度新規医療技術導入のプロセスとして妥当な選択であろうと考え
る。
参考文献　1. 岩崎　聡、宇佐美真一、熊川孝三、他：人工中耳VSB（Vibrant Soundbridge）

の手引き（マニュアル）．Otology Japan. 26: 29-36, 2016.
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Baha® 4 attract systemの臨床経験

中島　崇博、松田　圭二、平原　信哉、東野　哲也
宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

骨導インプラントは振動子により側頭骨を直接振動させて、中耳を介さず蝸牛に伝播する人
工聴覚器である。骨導補聴器に比べ音質に優れ、手術時の聴力悪化のリスクが少なく、手術手
技が比較的容易などの利点があり、数種類の機種が海外ではすでに承認され臨床に用いられて
いる。今回我々は、本邦では未承認の骨導インプラントである Baha® 4 attract system
（Cochlear, Australia）の手術を経験したので報告する。
症例は36歳男性。出生時に左小耳症3度、左先天性外耳道閉鎖症を指摘された。11歳から12歳

にかけて左耳介形成術、左外耳道鼓室形成術を受けるも左聴力は改善無く、外来経過観察とし
ていた。右軽度感音難聴と左高度混合性難聴を認め（図左）、仕事に支障をきたしているとのこ
とで聴力改善希望にて再診。テストバンドによるBaha®試聴で効果を認めた。臨床研究のインフ
ォームドコンセントの後、左耳にBaha® 4 attract植込み術を施行した。術後1年経過して皮膚感
染などの有害事象を認めず創部経過および装用状況は良好である（図右）。また、雑音負荷下の
方向覚検査にて改善を認めた。
現在本邦にて保険適応のある骨導インプラントはBaha®のみで、従来の手術や骨導補聴器では
十分な聴力が得られない外耳道閉鎖等の伝音難聴あるいは混合性難聴が対象となる。インプラ
ント部分が半埋め込み型であるため、接合子に直接体外器の振動が伝わり十分な出力が得られ
る一方、皮膚貫通部分のケアが必要であり、皮膚感染や肥厚といった問題が散見される。この
ような問題点に対して、インプラント部分を完全に皮下に埋め込みマグネットで体外器を装用
する骨導インプラントがいくつか開発されており、本邦では数例のBonebridgeTM（MED-EL,
Austria）手術報告がされている。
今回用いたBaha® 4 attract systemは接合子にマグネットを固定して埋め込み、皮膚を貫くこ

となく体外器を装用できる新しいシステムである。振動子が体外にあるため、BonebridgeTMの
ように振動子が体内にあるものと比べ出力が劣るとされるが、手術手技的には接合子部分の骨
に十分な厚さがあればよく、振動子留置のための骨削開が不要であるため、側頭骨に十分なス
ペースが確保できない症例にも実施可能である。本例の術後1年での術後成績は良好であり、今
後本邦でも骨導インプラントの選択の幅が広がることが待たれる。
本臨床研究は宮崎大学医学部医の倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号2014-110）。該

当する利益相反はない。
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骨固定型補聴器（Baha）埋込術の遅発性合併症に関する
長期経過報告

川島　慶之 1、野口　佳裕 2、高橋　正時 3、藤川　太郎 1、竹田　貴策 1、丸山　絢子 1、
喜多村　健1,4、堤　　　剛1

1東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科、2信州大学 医学部 人工聴覚器学講座、
3東京都健康長寿医療センター 耳鼻咽喉科、4茅ヶ崎中央病院 耳鼻咽喉科

【はじめに】
骨固定型補聴器（Bone-anchored haring aid：Baha）は、骨に埋め込まれたチタンと生体骨が密に癒

合する性質 “osseointegration” を利用した半埋込型の骨導補聴器であり、骨に埋め込まれる骨導端子・
接合子（以下、インプラント）と対外部のサウンドプロセッサーから構成される。インプラントを介し
てサウンドプロセッサーが直接頭蓋骨を振動させる点が従来の骨導補聴器と異なる最大の特徴であり、
これにより快適な装用感、音質、および静寂下での語音聴取における優位性などが得られるが、インプ
ラントおよびその周囲の術後合併症も稀ではない。術後合併症として、（1）osseointegrationの欠落に
よるインプラントの脱落、（2）皮膚の炎症反応、（3）皮膚の過剰増殖によるインプラントの皮下への埋
没が挙げられ、（1）ではインプラントの再埋込術が、（2）および（3）では抗菌薬やステロイド軟膏な
どによる局所処置にて改善が得られない際には、肉芽や過剰な皮膚の除去、皮下組織の除去などの外科
的処置が必要となる。術後合併症の頻度・程度には生活環境、習慣、人種差なども関与する可能性が考
えられるが、これまで本邦におけるBahaの長期経過に関する検討はなされていない。当科では2001年9
月に本邦初となるBaha埋込術を施行して以来15年余りが経過したので、長期経過につき報告する。
【対象と方法】
本研究は、診療録をもとに後方視的に行われた。2001年9月から2014年12月の期間にBaha埋込術を施

行され、東京医科歯科大学耳鼻咽喉科にて1年以上経過観察を行った32症例35耳（男性19例、女性13
例）を対象とした。一側例が29例（右16例、左13例）、両側例が3例であった。手術時年齢は18〜78歳
（平均 ± 標準偏差：37.9±17.0歳）であり、65歳以上が4例、75歳以上が1例であった。経過観察期間は
1年3カ月から14年7カ月（7.3±4.5年）であった。術式は、手術記録を確認し得た31耳のうち9耳は骨導
端子のみを埋め込んだ後に接合子を接続する従来法、15耳はFASTシステム、7耳はリニアインシジョ
ンテクニックであった。遅発性合併症として、修正手術（肉芽や過剰な皮膚の除去、皮下組織の除去な
どの外科的処置）、およびインプラント脱落の有無を検討した。BAHA埋込術から5年以上または10年以
上経過した症例を対象に、5年以内または10年以内に修正手術が必要となる確率、およびインプラント
の脱落率を解析した。この際、経過観察されていない症例および死亡例での修正手術およびインプラン
ト脱落の発生率を50%と仮定した。
【結果】

35耳中4耳（脱落時年齢性別：24男、69男、20男、34女）でインプラントが脱落し、Baha埋込術から
脱落までの期間は、3カ月、2年、5年、10年であった。このうち3カ月で脱落した症例のみ再手術を希望
し対側へBaha埋込術を施行したが、残りの3例は再手術を希望しなかった。脱落症例の術式は1例が従
来法、3例はFASTシステムであった。Baha埋込術から5年以上経過した28耳において5年経過時点まで
経過観察できていた症例は24耳であった。このうち修正手術が必要となったものが10耳、インプラント
脱落が3耳であり、術後5年以内に修正手術が必要となる確率は43%、インプラント脱落率は18%と推計
された。Baha埋込術から10年以上経過した17耳において10年経過時点まで経過観察できていた症例は
16耳であった。このうち修正手術が必要となったものが7耳、インプラント脱落が2耳であったことか
ら、術後10年以内に修正手術が必要となる確率は44%、インプラント脱落率は15%と推計された。
【考察とまとめ】

Kiringodaら（Otol Neurotol 2013）のメタアナリシスでは、修正手術が必要となる症例が1.7%〜
34.5%、インプラント脱落率は1.6%〜17.4%と報告されている。当科での結果も概ね既報告と合致してい
た。Baha埋込術後3カ月でインプラントが脱落した症例はosseointegrationが形成されなかった可能性が
考えられたが、その他の3症例では脱落直前に皮膚の炎症反応を認めず脱落の原因は不明である。Baha
埋込術のインフォームドコンセント取得の際には、遅発性合併症につき十分な説明を行った上で慎重に
適応を判断する必要があると考えられた。
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当科における鼓室形成術、外耳道形成術後の
人工中耳VSB（Vibrant Soundbridge®）適応症例の検討

鈴木　宏明 1、野口　佳裕 2、茂木　英明 1,2、工　　　穣 1,2、岩崎　　聡 3、宇佐美真一 1

1信州大学耳鼻咽喉科学講座、2信州大学医学部付属病院　人工聴覚器学講座、
3国際医療福祉大学三田病院

【はじめに】　Vibrant Soundbridge®（VSB）は2007年よりヨーロッパにおいて伝音難聴、混合
性難聴に対しても適応が拡大されている。本邦においても補聴効果が不十分な混合性難聴に対
し、2015年8月薬事承認を取得した。これまでの治療方法、補聴器にて対応が困難であった伝
音・混合性難聴に対し新たな選択肢となった。2015年９月日本耳学会として人工中耳VSB（Vi-
brant Soundbridge®）マニュアルが作成され以下の通りである。下記の条件を満たす伝音・混
合性難聴患者を適応とする。1）埋め込み側耳が伝音難聴又は混合性難聴であること2）植込側
耳における純音による骨導聴力閾値の上限が下記を満たす。500Hzが45dB、1000Hzが50dB、
2000Hz、4000Hzが65dB3）既存の治療を行っても改善が困難である難聴があり、気導補聴器及
び骨導補聴器が装用できない明らかな理由があるか、もしくは最善の気導補聴器又は骨導補聴
器を選択・調整するも適合不十分と判断できる場合。＊適合判断は補聴器適合検査の指針
（2010）などを使用して評価する。（具体的な適応症例）１）伝音難聴又は混合性難聴を伴う中
耳疾患（中耳奇形を含む）に、鼓室形成術あるいはアブミ骨手術等の治療では聴力改善が不十
分な症例あるいは改善が困難と予想される症例。また、臨床症状あるいは術中所見より聴力改
善が期待できない症例。２）伝音難聴又は混合性難聴を伴う外耳奇形（外耳道閉鎖症等）に従
来の骨導補聴器の装用が困難あるいは補聴効果が不十分で満足が得られていない症例。今回
我々は当科において、真珠腫性中耳炎、慢性中耳炎鼓室形成術後、もしくは外耳・中耳奇形に
おける外耳道形成、伝音再建術後においてVibrant Soundbridge®（VSB）の適応となる症例を
術後聴力から検討した。
【対象】　当科において2009年〜2014年に施行された、真珠腫性中耳炎、慢性中耳炎に対して鼓
室形成術を施行し、術後１年以上経過した症例139耳、また2001年〜2011年に外耳・中耳奇形に
対して外耳道形成術、伝音再建を施行し５年以上経過した30耳において検討した。
【結果・考察】　真珠腫性中耳炎、慢性中耳炎に対する鼓室形成術後においては139耳中19耳
（24％）において聴覚的事項の適応基準を認めた。平均年齢は49.5歳、平均気導聴力は59.1dB、
平均骨導聴力は26.7dBであった。疾患別にみると、弛緩部型真珠腫87耳中10耳（13％）、緊張部
型真珠腫25耳中7耳（28%）、慢性中耳炎32耳中11耳（34％）であった。
外耳・中耳奇形に対して外耳道形成術、伝音再建を施行した30症例においては、平均年齢11.5

歳、術後気導聴力の平均は35.1dBであった。術後１年では適応症例が5例（17%）であったのに
対して術後５年では9症例（30％）に増加していた。また、適応症例９例中６例に外耳道形成術
が併用されており外耳道形成術においては長期的に見ると適応症例が増加すると考えられた。
この中で補聴器装用が困難、補聴効果が不十分な患者が実際の手術への適応となる。
気導補聴器は、デジタル化が進み、高性能・小型化し、補聴効果の向上は著しく人工中耳と

は対象となる聴力レベルからするとオーバーラップする部分がある。人工中耳には補聴器に比
べ手術侵襲、費用、試聴ができないといった欠点があるため厳格な適応基準が必要である。し
かし気導補聴器には外耳道に挿入するための不快感、雑音下での聞き取りの悪さ、音質の問
題、外耳道挿入による感染、掻痒感、耳垢による閉塞、ハウリング、審美性、といった、限
界、欠点がある。今後本邦においても手術により聴力の改善が認められず、既存補聴器に満足
できない症例に対して人工中耳が普及していくと考えられる。
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経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）の適応と限界

欠畑　誠治
山形大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

それまで裸眼で行われていた耳科手術が、手術用顕微鏡により「光」と「拡大視」を手に入れた1953年以降、60年以上
にわたり耳科手術は顕微鏡手術であった。中耳手術は根本術から機能温存手術へと飛躍的に進化したが、光学的特性上避
けられない死角の存在と深部での狭い術野という「顕微鏡手術の限界」があった。経外耳道的内視鏡下耳科手術（Tran-
scanal Endoscopic Ear Surgery: TEES）は、外耳道を鼓室およびその末梢へのアクセスルートとして利用する低侵襲手術
である。高精細度画像システム（full HD、４K）の発展や、リアルタイム映像処理により人間の『眼』を超えた『目』を
手に入れたことで、内視鏡による中耳手術は明視下で安全・確実に行える低侵襲な機能改善を達成できる手術となった。
耳科手術の分類
乳突洞より末梢にある病変へ、皮質骨を削開することでアプローチするのに顕微鏡は優れている。一方、鼓室や前鼓

室、後鼓室、上鼓室へ外耳道を介してアプローチするのには内視鏡がすぐれている。そのため、中耳手術は顕微鏡のみに
よって行われる顕微鏡下耳科手術（MES）とTEES、さらにはその両者を組み合わせたEndoscopy-assisted MESとMi-
croscopy assisted TEESの４つの手術に分類される。
TEESの適応
低侵襲で安全で確実に機能改善するために、TEESでは外耳道をアクセスルートとして用い、視点を随時移動しながら

高画質な映像で拡大視下に手術を行う。そのため死角が少なく手術ができ、聴覚改善のみならず中耳の重要な生理的機能
である換気能を、換気ルートの確保と乳突粘膜の最大限の温存をはかることで回復ができると考えられる。そのため多く
の中耳疾患に適応がある。
１．慢性中耳炎
外耳道の彎曲などのため、顕微鏡では穿孔縁が明視下におけない症例が20％程度存在するが、そのような症例でも

TEESでは広角な視野で明視下に接着法が実施可能である。また、辺縁穿孔や大穿孔の場合、外耳道内に切開をおき鼓膜
皮膚弁を挙上することで鼓膜形成術ができる。鼓室硬化症の場合、最小限のscutumの削開でキヌタ骨の摘出ができ、鼓室
形成手術 IIIcが可能である。
２．中耳真珠腫

TEESでは、死角を制御し母膜を明視下におき連続的に摘出することで遺残性再発をなくし、換気ルートの回復と乳突
腔粘膜の温存によりガス交換能を回復することで真珠腫の再形成を予防することを目指している。片手操作で骨削開と洗
浄・吸引が同時にできる超音波手術器や、狭い術野での使用に適したカーブバーなどのpowered instrumentsを使用する
ことで、その適応は乳突洞に進展するものまで拡大した。
３．中耳奇形・耳硬化症・外リンパ瘻・外傷性耳疾患
耳小骨離断や固着を呈する中耳疾患はTEESの良い適応である。

TEESの限界と対策
１.　病変の進展度
乳突洞Donaldson’s lineを越え、乳突蜂巣にまで真珠腫が及んだ場合にはTEESのみで手術を行うことは合理的ではな

く、顕微鏡による乳突削開を併用したMicroscopy assisted TEESを施行するのが望ましい。従って真珠腫の手術における
TEESの適応を決定するためには、術前に真珠腫の進展範囲を診断することが重要となる。non-EPI DWIに蝸牛や半規管
などの内耳の構造物が明瞭に描出されるMR Cisternographyをフュージョンさせ、さらに信号強度の高低に応じて色分け
を行うcolor mappingという手法を組み合わせたColor Mapped Fusion Imageにて真珠腫の進展度の術前診断が可能とな
り、適応術式の決定に有用である。
２.　片手操作

TEESでは一方の手に内視鏡を持っているため、手術操作は片手となるが、ほとんどの操作で不自由はない。骨削開に
は先述のpowered instrumentsが使用でき、出血のコントロールはボスミン含浸のベンシーツや綿球、先細のバイポーラ
ーで対応できる。tympanometal flapを挙げる時に最も出血が多いが、その際には吸引付きの剥離子も有効である。
また、助手が内視鏡を保持すれば術者は両手操作を行えるがworking spaceは広くなく適応は限られる。

３.　2D 
2Dのため深度認識の不足が懸念されるが、full HDや4Kカメラを用いることで、手術解剖が頭に入っている術者ではほ

とんど空間認識の問題はない。また、組織を差別化して表示する画像処理技術の進歩により、正常組織と病変との区別が
可能となってきている。
４．外耳道径
外耳道が狭い小児では、経外耳道での操作が困難であることが懸念されるが、小児では彎曲が少なく外耳道径が短いた

め、外径2.7mmの内視鏡を使用することで安全・確実に実施可能である。
まとめ
硬性内視鏡を用いたTEESは、低侵襲で、安全・確実で、機能的な中耳手術を可能とする、“keyhole operation”である。

医療機器と手術技術の革新、外切開によるものとは異なる“内視鏡による臨床解剖”への深い理解、そして中耳手術で内視
鏡を用いる方法論の進化により、その適応が拡大されている。
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テーマセッション16　Keynote lecture
松本  希

1997（平9）年 九州大学医学部卒業
2003（平15）年 九州大学大学院修了、米国ロサンゼルス市House Ear Institute博士研究員
2005（平17）年 九州大学医学部附属病院耳鼻咽喉科医員
2008（平20）年 九州大学病院 耳鼻咽喉科助教
2016（平28）年 九州大学医学部講師
専門分野：耳科学、小児人工内耳、ナビゲーション手術、コンピュータ外科学

耳科内視鏡手術用ナビゲーションインターフェースの試作

松本　　希、小宗　徳孝、中川　尚志
九州大学　医学部　耳鼻咽喉科

急速に普及しつつある内視鏡耳科手術（TEES）は、手術中の執刀医の視線が内視鏡鼻科手術
（ESS）と類似しており、ナビゲーションとの相性が良い。しかし、TEESにおけるナビゲーシ
ョン使用にはインターフェースの大きな壁がある。鼻科領域では冠状断CTスライスで多くの重
要構造物の位置が執刀医にとって直感的に確認可能であり、必要に応じて別の画像が見られれ
ば良い。一方、耳科領域ではいずれの単一スライスも三次元的に入り組んだ構造の表示は不可
能で、複数のスライス画面や三次元画像など、表示する情報量が多くなってしまう。この問題
点を解決するため、我々と九州大学先端医工学診療部はTEES用のインターフェース画面を試作
した。あらかじめCTで重要臓器の座標群を取得した。内視鏡表示画面の余白を利用して情報を
重畳表示したが、その情報量は重要構造物への方向と距離のみとした。また、内視鏡の表示範
囲外でも方向と距離がモニターの余白に表示されるようにした。このインターフェースを用い
ることで執刀医は視線をほとんど動かさず、また内視鏡画面への集中を邪魔されることなくナ
ビゲーション情報を視野に入れることができ、手術の安全性に寄与するのと推察した。試作段
階での画面を供覧し、実際に内視鏡手術（耳、鼻にかかわらず）を多数行う医師の印象をお聴
きしたい。
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中耳真珠腫に対する内視鏡下耳科手術後の
遺残性再発に対する検討

伊藤　　吏、渡辺　知緒、窪田　俊憲、古川　孝俊、二井　一則、欠畑　誠治
山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

近年、高精細度3CCDカメラの進歩にともない、ほとんど全ての行程を内視鏡で行う経外耳道
的内視鏡下耳科手術（transcanal endoscopic ear surgery: TEES）が開発された。内視鏡下手術
では広角な視野により一つの視野で中鼓室の全体像を把握することが可能であり、さらに内視
鏡を接近させることで、必要最小限の骨削開で顕微鏡の死角部位の明視化が可能となる。我々
は2011年より中耳疾患に対し、直径2.7mmの内視鏡にfull HD 3CCDカメラを組み合わせてTEES
を施行している。当科におけるTEESの適応は、慢性穿孔性中耳炎や中耳奇形などに加え、中耳
真珠腫に対してもTEESを応用している。真珠腫の手術で上鼓室や乳突洞病変への操作が必要な
場合には、イリゲーションとサクションを兼ね備えた超音波手術器Sonopetやカーブバーを用い
た transcanal atticoantrotomyを行い、最小限の骨削開で乳突洞までアプローチを行うPowered
TEESを行っている。また、従来の顕微鏡下手術で行うCWU mastoidectomyやCWD mastoidec-
tomyでのアプローチが必要な症例でも、内視鏡を併用して死角を減らし、遺残性再発の抑制を
心がけている。今回は当科にて内視鏡を使用して手術治療を行った後天性一次性中耳真珠腫に
おける術後遺残性再発について検討し、内視鏡下耳科手術の有用性や問題点について報告す
る。
対象は、2011年9月から2015年3月までに手術を行った後天性一次性中耳真珠腫133耳（弛緩部

104耳、緊張部29耳）、年齢は2歳から85歳（平均52.6歳）で術後平均観察期間は24ヶ月である。
術式の選択はCTとMRI所見、合併症の有無より決定し、1）乳突洞までの進展例にはPowered
TEES、2）乳突蜂巣への進展例では鼓室に対するTEESとCWU mastoidectomyを併用したDual
Approach、3）高度進展例にはCWD mastoidectomyの適応とし、いずれの術式に置いても顕微
鏡の死角部位に対する操作は内視鏡下に行った。
進展度分類の内訳は弛緩部型104耳ではStage I：26耳、Stage II：61耳、Stage III：17耳、緊

張部型29耳ではStage I：6耳、Stage II：15耳、Stage III：8耳であった。また、ぞれぞれの真珠
腫に対する選択術式は弛緩部型でPowered TEES：66耳、Dual Approach：12耳、CWD：26
耳、緊張部型でPowered TEES：24耳、Dual Approach：1耳、CWD：4耳であった。術後1年以
上経過観察が可能であった109耳のうち、遺残性再発は6耳（5.5％）、再形成再発は3耳（2.8％）、
遺残性/再形成合併は2耳（1.8％）であった。この結果はこれまでの報告に比較して遺残性再発
が少ない傾向にあり、真珠腫遺残抑制に対する内視鏡下手術の有用性は示されたが、完全に抑
制することはできなかった。内視鏡下耳科手術では、顕微鏡単独手術に比較して死角が少なく
遺残性再発を抑制できると考えられているが、今回我々が経験した遺残性再発症例の遺残部位
や手術記録などを詳細に分析し、内視鏡下耳科手術の問題点、今後の改善策などを検討し報告
する。
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人工内耳挿入補助機構を備えた水中耳科手術用内視鏡の
開発について

山内　大輔 1、松永　忠雄 2、原　　陽介 1、橋本　　研 1、太田　　淳 1、日高　浩史 1、
川瀬　哲明1,3、芳賀　洋一2、香取　幸夫1

1東北大学大学院　医学系研究科・医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科分野、
2東北大学大学院　医工学研究科 医工学専攻 ナノデバイス医工学分野、

3東北大学大学院　医工学研究科　聴覚再建医工学分野

【はじめに】近年、残存聴力活用型人工内耳が保険適応となり、正円窓アプローチなどのソフト
サージェリーが注目されている。一般に人工内耳挿入時には機械的損傷や術後の炎症性変化に
伴う障害を防止するために、緩徐な挿入やステロイドの全身または局所投与などが推奨されて
いる。内耳は特殊なイオン組成と電位を持つ器官であり、内耳リンパ液の漏出によって容易に
その機能は失われるため、人工内耳挿入術は正円窓アプローチが最良の方法と考えられる。し
かし、内耳奇形など正円窓アプローチが困難で蝸牛開窓を必要とする場合は、吸引操作などに
よって容易に蝸牛への空気の迷入が起こり、不可逆的な障害をもたらす事が危惧される。我々
は通常ソフトサージェリーの目的で生理食塩水灌流下に人工内耳挿入術を施行しているが、顕
微鏡下の操作は屈折のために視野の確保に慣れが必要である。そこで、水中内視鏡耳科手術
（Underwater Ear Surgery; UWEES）による人工内耳の挿入を補助する装置を考案・試作し、
検証した。
【方法】今回我々が考案・開発した人工内耳挿入補助機構を備えた水中耳科手術用内視鏡は、鏡
体内に灌流装置を内蔵し内視鏡に沿ってスライドする人工内耳保持用のシースを装着して使用
する。内視鏡を後鼓室付近に近接させ人工内耳保持用のシース先端を蝸牛開窓部に近接させ、
人工内耳を誘導し挿入する。挿入後、人工内耳を離脱する機構は２種類の方法を考案した。一
つはシースを２重にして回旋させ離脱する方法で、もう一つはSMAワイヤーに通電しシースを
開いて離脱する方法である。側頭骨模型を用いて、実際にUWEESによる人工内耳挿入術をシミ
ュレーションし、挿入角度を計算した。また、誘導までの時間などについて、補助機構がない
コントロールと比較検討した。
【結果】コントロールでは人工内耳挿入補助機構を備えた場合に比較して、人工内耳を蝸牛開窓
部に誘導するまでの時間が有意に長かった。また２種類の機構で、水中での人工内耳の離脱も
可能であった。
【考察】灌流の影響もありコントロールでは人工内耳の誘導が困難であった。特に最近は柔らか
く細い電極を用いる傾向もあり、人工内耳挿入補助機構を備えた水中耳科手術用内視鏡は有用
であると考えられた。本研究はAMEDによる研究助成を受けて行った。また、本システムは特
許出願中である。
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内視鏡下耳科手術
─当科における手術適応と限界─

小林　泰輔、小森　正博、兵頭　政光
高知大学　医学部　耳鼻咽喉科

経外耳道的内視鏡下耳科手術（Transcnal Endoscopic Ear Surgery; TEES）は急速に広まり
つつあり、世界的にも症例数が増加してきた。この中には適応の拡大による、症例数の増加も
ある。TEESの適応は現在、施設によって異なり、一定の見解はない。当科でも2009年より
TEESを導入し、年々症例数が増加しており、その適応も当初より少しずつ変化してきた。本報
告では症例を呈示して、現在の当科におけるTESSの適応について述べる。
当科におけるTEESの適応は病変の進展範囲、活動性の炎症の有無、頭蓋底病変の評価結果お

よび外耳道の大きさから判断している。活動性の炎症がある場合は出血量も多くなるため、
TESSでは操作に難渋することがある。術前に十分に炎症をコントロールしておくことが、顕微
鏡下の手術以上に求められる。乳突蜂巣に炎症のないまたは軽度の炎症を伴う慢性中耳炎は
TEESの良い適応である。特に発育良好な例では蜂巣温存のメリットは大きい（図ａ）。一方、
真珠腫や清掃すべき病巣が、乳突蜂巣に及ぶ場合は適応外としている。真珠腫では術前MRI
（non-EPI）による真珠腫の大きさの評価が必須となる（図ｃ、ｄ）。頭蓋底に及ぶ病変の場合
（図ｂ）は、MRIを含めて慎重に術前の画像評価を行う。外耳道の大きさはTEES成功における
重要なファクターである。後上部の病変であれば多少狭い外耳道でも、外耳道を削開すること
により操作可能になるが、前方に位置する真珠腫などでは操作が難しくなる。軸位CTの前後径
が4mm以下になると鼓室前方の操作が行いにくくなる傾向がある。外耳道の再建は、基本的に
は顕微鏡下耳科手術と同様な手技を行っている。しかし骨パテの採取ができないなど、TESSで
は材料の採取が耳後切開による顕微鏡下手術と比べて、やや制限される。
中耳手術にはさまざまな術式があり、特に真珠腫の術式をめぐる議論はつきない。真珠腫の

摘出がpiecemealになった場合は、TEESでも段階手術も行っている。さらにTEESの適応は、術
者の経験や用いる器具にも左右されるので、当然施設による差は出てくであろうが、本報告に
対する他施設からの意見、助言を含めて議論を深めたい。
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経外耳道的顕微鏡内視鏡併用鼓室形成術
Trasmeatal Microscopic and Endoscopic Ear Surgery

細田　泰男 1、梅田　裕生 1、宮澤　　徹 1、藤田　京子 1、岩野　　正 2、野々田岳夫 3

1細田耳鼻科EAR CLINIC、2岩野耳鼻咽喉科サージセンター、3ののだクリニック耳鼻咽喉科

内視鏡手術には、顕微鏡単独手術にはない大きな利点として、経皮質骨的乳突削開を避けて
乳突蜂巣を温存し、より生理的な含気腔を再建できることが挙げられる。演者は、内視鏡の非
直線的で高い解像度による優れた観察能力、顕微鏡の立体視と両手操作による自由な作業性の
両者の利点を最大限に活用すべきと考えている。今回、Tosの手術分類に沿って演者の術式を整
理し、その上で本法に至った理由を述べる。M.Tosは、軟性組織と硬性組織へのアクセスと含気
腔再建の有無から、鼓室形成術を次のように分類している。軟性組織に対しては endaural（耳
内法）と retroauricular（耳後法）に、硬性組織に対しては、transmeatal（経外耳道骨）と
transcortical（経皮質骨）に分け、含気腔再建の有無（repneumatization, obliteration, open cav-
ity）により分類している。演者が行っている経外耳道的顕微鏡内視鏡併用鼓室形成術は、１）
retroauricular→２）transmeatalにretrograde drilling on demandを行う→３）軟性外耳道再建
によるrepneumatizationである。
１．retroauricular（耳後部切開）を用いる理由１）顕微鏡が併用でき、従って両手操作、立体
視が可能となる。２）tympanomeatal flapを置くことなく、外耳道皮膚の温存が可能となる。
外耳道皮膚は再建鼓膜への最大の血流供給路であり、感染防御壁である。しかし、人体の中で
骨の上に存在する最も薄く脆弱な上皮で、術後骨面が露出すると上皮化の完了は長期間に渡っ
て阻害される。故に、外耳道皮膚に切開を入れることなく温存し、素早い上皮化の終了を目指
している。さらに最近では、温存した外耳道皮膚を有茎骨膜弁（骨膜のみによるPalva Flap）で
裏打ち補強している。３）自由な再建材料の確保（骨パテ、骨板、軟組織、軟骨、有茎弁な
ど）が可能となる。４）あらゆる中耳疾患で、病変の進展度にかかわらず同一術式で手術が完
了できる。
２．transmeatal（経外耳道骨）にてretrograde drilling on demandを行う理由retrograde drilling
on demandとは、まず始めにアブミ骨手術で行う骨削開（otosclerosis drilling）によりアブミ骨
周辺の視野を確保し、その後、病変の進展度に応じて必要なだけの削開を行うものである。
１）速やかにアブミ骨周辺視野の確保ができる。中耳手術で最も重要構造物（鼓索神経、IS関
節、卵円窓、正円窓、顔面神経）が集中するのがアブミ骨周囲であり、手術初期の段階でこれ
らが明視できる。ほじめに IS関節を離断することで、以後無用な内耳への騒音被爆を避けるこ
とができる。２）多くの場合に乳突蜂巣の温存が可能となる。本法で行った鼓室形成術454耳の
約７割で乳突蜂巣の温存が可能であった。
３．乳突含気再建を目指す理由１）中耳腔の陽圧による自浄作用の保持Hergils L らは正常中耳
腔の起床時の陽圧を示し、その原動力として中耳粘膜換気を重視している。正常鼓膜は外側に
凸であり、中耳腔が外界に対して陽圧であることは、感染防御の観点からも合目的と考えられ
る。２）良好な伝音系の確保Merchant SNらは、中耳腔の容積と低音部の気骨導差は理論上連
動し、術後中耳容積が0.3ml以下になると10から30dBの気骨導差が急速に増大することを示して
いる。我々の計測では、上鼓室の一部と乳突腔を充填すると術後含気腔を0.3ml確保できない場
合が存在し、この意味で乳突腔の含気再建を理想としている。
参考文献
Tos M: Manual of middle ear surgery, Mastoid surgery and reconstructive procedures, vol. 2.
Stuttgart: Thieme. 1995. 
Hergils L and Magnuson B: Morning pressure in the middleear. Arch Otolaryngol 111: 86-89.
1985. 
Merchant SN.et al: Current status and future challenges of tympanoplasty : Eur Arch Otorhino-
laryngol. 255（5）: 221-8. 1998.
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内耳研究に魅せられて：形態学から遺伝子研究まで

宇佐美真一
信州大学医学部耳鼻咽喉科

今回、会長講演という機会を利用させていただき、私がこれまで耳科領域で展開してきた内耳研究の魅力と、
それぞれの研究がどのように臨床に結びついたかを中心にまとめてみたい。

内耳有毛細胞の神経伝達とシナプトパチー：
私どもは、オスロ大学のDr.Ottersenとの共同研究を通じて、内耳有毛細胞の神経伝達物質はグルタミン酸で

あること、またその詳細なシナプス伝達機構を形態的に明らかにするとともに、中枢神経系と同じようにグルタ
ミン酸—グルタミン回路が存在することを証明してきた。蝸牛の内有毛細胞ではリボンシナプスという特殊なシ
ナプスが機能していることが知られているが、近年、グルタミン酸のシナプス小胞への取り込み、放出に関わる
moleculeであるSLC17A8やOTOFといった遺伝子の変異が遺伝性難聴の原因になっていることが明らかとな
り、シナプトパチーという概念が出来上がりつつある。難聴患者にこれらの遺伝子変異を見出し、臨床症状を詳
細に検討することにより、基礎的な研究と実際の臨床との接点が出来つつある現状を紹介したい。

内耳に高発現する遺伝子と機能
CRYM, COL9A1, COL9A3, KIAA1199, UBA52など内耳に特異的に発現する、あるいは他の臓器に比較して非
常に高発現する遺伝子は聴覚や平衡覚に重要な役割を果たしている可能性があるという仮説のもとに、これらの
遺伝子に関して内耳における局在を検討するとともに、変異スクリーニングを行ってきた。その結果、現在まで
にCRYM，KIAA1199, COL9A3などに関してのいくつかの変異を同定することができている。従来は直接シー
ケンス法で解析を行っていたが、近年登場した次世代シーケンサーによる解析で一気に解析効率が上がり、これ
らの遺伝子の病態への関与が一層明らかになってきている。

次世代シーケンサーによる遺伝子解析
2015年8月から次世代シーケンサーを用いた遺伝学的検査が保険診療で可能になった。次世代シーケンサーを

保険診療の臨床検査として実用化することに関しては世界初の試みである。現在、全国80数施設との共同研究に
より次世代シークエンス解析を行い新しく見出された変異の臨床的意義を明らかにするとともに、今年度から新
たに日本医療研究開発機構（AMED）の研究助成を受け日本人難聴患者のデータベースの構築を開始してい
る。講演では日本人難聴患者5000例の次世代シーケンサーを用いた遺伝子解析から何が言えるかを紹介したい。
今後このデータベースをもとに臨床への還元が進められていくことが期待される。

人工聴覚器の進歩と個別化医療
人工内耳を始めとした人工聴覚器の発達によって、耳科医は従来の治療に加え難聴患者に新しい治療オプショ
ンを呈示できるようになった。今回の耳科学会でも３つのテーマセッションを中心に集中的に討議が行われてい
るホットな領域である。わが国では米国に先駆け高音障害型の感音難聴に対する残存聴力活用型人工内耳
（EAS）の承認が得られ、すでに保険医療として全国の施設で実施されている。講演では全国の実施施設の協力
を得て集められたEASの成績をまとめoverviewする予定である。また、個別化医療を推進していくためには
個々の難聴の原因を調べることが重要であるが、現在先天性難聴に加え成人の進行性難聴の遺伝的背景が徐々に
明らかになってきていることより、現在、人工内耳患者の遺伝的背景を明らかにするため、米国、スペイン、ベ
ルギー、ドイツ、オーストラリア、サウジアラビア、インド、アルゼンチン、ポーランドの施設と実施している
国際共同研究に関しても紹介したい。

ALL JAPAN研究の重要性
最後に「ALL JAPAN」で研究を行うことの重要性を強調したい。遺伝性難聴は希少疾患であり個々の施設の

症例のみではなかなか臨床的特徴を捉えることが難しい。しかし、現在全国の共同研究施設の協力により9000例
を越える難聴患者とその家族のサンプルが集められ、解析することによって新規性のある科学的成果がつぎつぎ
と生み出されている。また厚労省の難治性聴覚障害に関する調査研究班では全国から3000例を越える突発性難聴
の臨床データが集められた。一件一件では役に立たないデータでも、3000例ものデータが集積するといろいろな
ものが見えてくる。これらの成果は、ビックデータの重要性とALL JAPANで一つのプロジェクトを行うことの
メリットを明確に示すものであり、今後の研究の一つの方向性を示すものと考えている。
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顔面神経麻痺発症３日以内に受診した患者に対する積分筋電図と
ENoGによる予後診断

堀　　龍介 1、庄司　和彦 1、児嶋　　剛 1、岡上　雄介 1、藤村真太郎 1、
奥山　英晃1、脇坂　仁美2

1天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科、2大津赤十字病院耳鼻咽喉科

（はじめに）
顔面神経障害の程度の評価にENoGが広く用いられており、Waller変性が完成後の発症2週間後あたりにENoG
最低値が記録でき、予後診断の指標として用いられる。そして、Fischの論文にてENoG最低値＜10％での顔面
神経減荷術の手術成績が論じられて以降、ENoG値＜10％であれば予後不良であると考えられている。一方、顔
面神経障害の評価として積分筋電図は発症早期から麻痺の視覚的評価と比例して有用であるが一般的ではない。
発症3日以内といった早期のENoG値は参考にはされず、発症早期にENoGが行われることは一般的でないが、発
症早期にすでにENoG値が低下している症例が存在することも事実である。そして、ENoG値≧10%で治癒遷延
する症例は存在し、Fischの論文を含めENoG値＜10％を予後診断の指標とするのが本当に妥当であるのかを詳
細に研究した論文は、渉猟し得る限りは見当たらない。また、顔面神経麻痺の患者にとって不安と苦痛は大きい
ため発症早期に病院に受診するわけで、麻痺がいつ治るのかはできるだけ早く知りたい事柄である。
今回われわれは発症3日以内に受診した患者を対象に、予後診断そのものの精度向上を目指して、発症3日以内
および発症2週間後の積分筋電図とENoGを組み合わせて顔面神経麻痺の予後診断を行ったので報告する。同時
に患者ができるだけ早く知りたい事柄である発症3日以内での発症早期予後診断の可能性を、積分筋電図と
ENoGを組み合わせることにより検討した。また積分筋電図とENoGを組み合わせた新たな顔面神経減荷術の適
応についても提案した。
（対象と方法）
天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科を受診し末梢性顔面神経麻痺と診断された患者のうち、発症3日以内と発症2
週間後に積分筋電図とENoGの2つの筋電図検査において眼輪筋・口輪筋ともに検査可能であった患者98名（Bell
麻痺88例、Hunt症候群10例）を対象とした。治療はコハク酸ヒドロコルチゾン250mg点滴静注7日間と、バラシ
クロビル内服とした。治癒判定にはMayのスコア法に基づき、麻痺の程度を視覚的に判断しスコア化し、6ヶ月
以内に100点満点中90点以上に回復した時点を早期治癒とした（早期治癒群：74人）。それ以外の症例を、治癒遷
延とした（治癒遷延群：24人）。
発症3日以内と発症2週間後に眼輪筋と口輪筋で測定した積分筋電図とENoGの結果から、早期治癒群となるか
治癒遷延群となるかの予後識別をするべくROC曲線を作成し、ROC曲線下の面積AUCを求めた。Youden Index
の最大値を参考にしてカットオフ値を決め、それで得られる2ｘ2分割表を作成し感度、特異度、陽性的中率、陰
性的中率などを求めた。また、積分筋電図とENoGの各カットオフ値で区切った2ｘ2分割表も作成した。
（結果）
発症3日以内のENoGの人数分布では、すでに正常値以下に低下している症例が眼輪筋では98人中19人、口輪
筋では25人認められた。発症3日以内と2週間後の積分筋電図の人数分布は低値が多く、麻痺の視覚的評価と比例
していた。
治癒までの週数を目的変数とした多変量分析では従来の報告通り、発症2週間後の眼輪筋および口輪筋の

ENoGが有意に影響を与える因子であった。
ROC曲線とAUCの結果は、発症3日以内の積分筋電図、発症2週間後の積分筋電図、ENoGでAUCはやや高値
以上で相関が示唆された。カットオフ値は、積分筋電図値は発症3日以内、発症2週間後ともに25％、ENoG値は
発症3日以内は55％、発症2週間後は25％となった。カットオフ値で得られた2ｘ2分割表からの結果は、発症3日
以内にENoG値が正常値より低い55％以下であれば治癒遷延で予後が悪くなりやすく、発症3日以内に口輪筋の
積分筋電図値≦25％かつENoG値≦55％の場合、70%の割合で有意に治癒遷延となり（眼輪筋は58%）、眼輪筋の
積分筋電図値＞25％かつENoG値＞55％の場合、97％の割合で有意に早期治癒となる（口輪筋の場合86％）こと
が示された。この結果は、発症3日以内で受診し検査を受けた患者に対し今後の経過を説明する際の参考にする
ことができる。さらに発症2週間後では、積分筋電図値≦25％かつENoG値≦25％で区切ると、感度、特異度、
陽性的中率、陰性的中率いずれも良好な数値となった。以上の結果をふまえて、発症3日以内に受診した患者の
ENoG値≦55％で、発症2週間後の積分筋電図値≦25%かつENoG値≦25%であれば、顔面神経減荷術について積
極的に説明することとした。
（まとめ）
本研究結果は予後を患者に説明するうえで有用な情報である。

Otol Jpn 26 (4) :313 , 2016

受賞講演



海を渡ったサムライ耳鼻科医たち

牧嶋　知子
テキサス大学

2001年6月、アメリカの首都ワシントンのダレス国際空港に到着しわくわくしながら留学生活
が始まったのを昨日のように思い出す。あっという間に15年も経過してしまったが、アメリカ
での生活は今も全く飽きる事なく楽しく刺激的な毎日だ。現在はテキサス州立大学（UTMB）
で耳鼻科医として臨床をしながら、大好きな基礎研究と両立させる事に懸命に励んでいる。

留学当初は、「アメリカに長期滞在しよう」などとは、思っても居なかった。National Insti-
tutes on Deafness and Other Communication Disorders（NIDCD）で遺伝性難聴の勉強をする
ためにポスドクをしていた時に、耳鼻科医のボス（Andrew Griffith, MD, PhD）が、研究の合間
に息抜きに外来診療や手術に参加させてくれた。これが、きっかけでアメリカでも臨床をして
みたくなり、医師免許試験を受験し合格した。合格したからには、実際に臨床力を試してみた
くなり、ボスの後押しを受けて2005年にテキサス州立大学耳鼻科Assistant Professorのポジショ
ンを得る事が出来た。先方も臨床と基礎研究の両方が出来るclinician-scientistを募集しておりち
ょうどタイミングも良かった。

臨床では、日米の医療システムの違いにおおいに戸惑った。日本の医療との最大の違いは、
健康保険が行き届いておらず、大多数の患者さんが重症化するまで病院にかからない事だ。そ
のため、教科書でしか見た事もない感染症や疾患などを頻繁に見る。治療や手術方針にも大い
に影響する。例えば、術後のつけかえや抜糸にちゃんと再来してくれそうかどうか、患者さん
に合わせて術式を変えなければいけない。毎日が挑戦である。

基礎研究の方では、UTMB耳鼻科が、前庭平衡機能に関する研究で有名であったため、私も前
庭の研究を始める事になった。優れたmentor達に出会い、彼らの指導のもとアメリカ国立衛生
研究所（NIH）から研究費を獲得しラボを持つ事が出来た。共同研究を通じて、アメリカ航空
宇宙機構（NASA）やBSL4レベルの研究などにも参加して幅がどんどん広がっている。

日米両方の耳鼻科臨床、基礎研究、生活や文化を体験出来たからこそ、あらためて日本の長
所も短所も認識できたと思う。アメリカは実力のある者が出世する競争社会だと思われている
が、実はそんな事はなく、人脈や人徳が一番大事である事をつくづく感じる。渡米での一番の
収穫は、人との出会いだと思う。これからも、さらにいろんな人達と出会い、どんな冒険が待
っているか楽しみである。
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海を渡ったサムライ耳鼻科医たち

柴田清児ブルース
アイオワ大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科教室

「アメリカで耳鼻咽喉科医をやってみたいなぁ」という単純な発想により、４年前人生二度目
の研修医生活をスタートさせました。
私が関西医科大学を卒業した時は臨床研修制度の開始前であったため、卒業後すぐに同大学

耳鼻咽喉科へ入局しました。その後専門医、および医学博士を取得し、医師６年目にポスドク
としてミシガン大学クレスゲ聴覚研究所へ留学する機会を得ました。アメリカの素晴らしい研
究環境を知り、また同時に基礎研究だけではなく臨床面においても魅力的であると感じ、一念
発起してアメリカ医師国家資格を取得し、マッチングの末、アメリカ中西部に位置するここア
イオワ大学にて研修医生活を送っております。
研修医（レジデント）生活と言っても、アメリカにおける「臨床研修（レジデンシー）」は

日本における初期研修と後期研修を合わせたものを指します。日本とは制度が若干異なり、マ
ッチングは初期研修先として決まるのではなく、後期研修先（すなわち専門研修する大学、お
よび科）を「マッチ」させた上ではじめて同大学においての初期研修が可能になります。例え
ば私の場合は、アイオワ大学耳鼻咽喉科での研修（４年間）がマッチしたため、同大学での外
科インターン（初期研修・１年間）が可能となり、現在耳鼻科研修３年目です。ご存知の先生
も多いかと思いますが、アメリカでは耳鼻咽喉科は非常に人気があるため、耳鼻科研修はアメ
リカ医師国家試験（STEP１・２）の成績上位の医学部生が主に志願します。2014年度は全米で
295名の耳鼻科レジデント枠が設けられましたが、志願者数は425名にものぼりました。
耳鼻科の研修内容は耳科・神経耳科・鼻科・頭頸部外科・形成外科領域が含まれ、約４年の

専門研修の中で経験すべき症例数が細かく決められております。例えば、「術者」として耳科
では鼓室形成術は17件、耳小骨形成術・アブミ骨手術は10件、頭頸部外科では頸部郭清術は27
件などであり、レジデンシーを卒業するのに必要な症例数が設定されています。専門医試験は
日本と同様、専門研修終了後に取得が可能となります。
臨床研修終了後はさらに専門的なトレーニングを志す耳鼻科医のために耳科・神経耳科・鼻

科・頭頸部外科などのフェローシップが１年もしくは２年設けられています。フェローシップ
のためのマッチングも定められており、例えば神経耳科のフェローシップは2011年度全米で39
人が志願しましたが、採用は18人でした。フェローシップ、もしくはスタッフとして大学に残
るにも採用枠には限りがあり、臨床研修を終了後にそのまま大学に残る医師は１割もいませ
ん。すなわち大学で専門研修するにも関わらず、その段階で日本のように「入局」している訳
ではありません。大学に残らない医師は開業、もしくは市中病院に勤務しますが、開業とは言
っても外来診療を主とするものではなく、最近日本にも増えているサージセンターのスタイル
で何人かの医師で開業するケースがほとんどです。
このように臨床研修だけをとっても日本とアメリカの違いは多岐に渡ります。それぞれの違

い、そしてその背景を知ることで今後の日本における初期、および耳鼻咽喉科専門研修のあり
方を考えるきっかけにしていただければ幸いです。本講演ではアメリカ耳鼻科研修に果敢に挑
む「海を渡ったサムライ耳鼻科医」として、具体的なエピソードも交えながら、長く厳しく時
には楽しいアメリカにおける臨床・研究生活を紹介したいと思います。
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耳科領域におけるコーンビームCTの有用性―機能検査・術中所見との対応
（1）中耳・内耳疾患

小川　　洋
福島県立医科大学　会津医療センター耳鼻咽喉科学講座

最近の全身型汎用CTは多列検出器型CT（multi detector CT, MDCT）マルチスライスCT
（multi slice CT: MSCT）などの名称で呼ばれており、検出器の数が4列、16列、64列、256列、
320列と増加し、より高速に広範囲のデータ収集が可能となっている。これらのCTの進歩によ
り等方性ボリュームデータ（isotropic volume data）が得られるようになり、多断面再構築画像
（multi planar reconstruction画像: MPR画像）、三次元再構築画像（volume rendering画像: VR
画像）における画質が著しく向上した。このような全身型汎用CTの研究開発がなされている中
で円錐状に投影されるX線、いわゆるコーンビーム（cone beam）と二次元検出器であるフラッ
トパネルディテクター（FPD： Flat Panel Detector)で構成される頭頸部用に限定したCTが2001
年頃から歯科、頭頸部領域に臨床応用されてきた。これらのCTでは従来のCT装置におけるエ
ックス線の形状がファン状（扇状）に投影され、ファンビームCTと呼べることに対してコーン
ビームCT（CBCT）と呼ばれている。

CBCTは対象を中心にC-アームで連結されたコーンビームを照射するエックス線源とFPDが対
象物を中心に回転し画像情報を収集するものである。この方式ではエックス線源と検出器の体
軸方向への移動が不要となったため、体軸方向の解像度に優れた画像が得られ、撮影された画
像データが等方性ボクセルデータとなることからボリュームCTとも呼ばれている。現在臨床応
用されているCBCTはX線照射野を限定すること（小さくすること）で限定した関心領域の撮影
に特化し、高い空間分解能を有し、骨病変の描出に優れる低被曝線量Ｘ線画像診断装置という
位置づけを持つことになった。MDCTと比較し、はるかに低価格で設置面積が少なく済むため
に米国では歯科、口腔外科、耳鼻咽喉科の診療所で普及が進み、本邦でも耳鼻咽喉科クリニッ
クにおいても導入されるようになり、耳鼻咽喉科診療のなかでCBCTとして認識されるようにな
ってきている。
【耳科領域における応用】
耳科領域は複雑かつ微細な骨組織で構成されているため、骨組織に対してきわめて空間分解

能の高い画像が得られるCBCTの有用性の報告がなされている。MPR画像は観察面を工夫する
ことで、耳小骨の状態や蝸牛膜迷路の状態などを詳細に評価することが可能である。CBCTのも
つ高い空間分解能に基づく報告として、中耳の微細構造の詳細な評価、側頭骨外傷例における
臨床応用、MDCTでは捉えることのできなかった内耳における結合管の描出などの報告があ
る。さらにCBCTはその画像再構成の特性から金属アーチファクトの影響を受けにくいことか
ら、埋め込み型骨導補聴器（BAHA；Bone Anchored Hearing Aid）の術後評価、中耳デバイ
スの術後評価、人工内耳術後の電極評価の報告がなされている。耳硬化症に関してMDCTと
CBCTの画像を比較検討した報告では、CBCTによる画像評価はMDCTとほぼ同等の画像診断が
可能であったとしている。骨構造の形態変化のみならず、骨の変性に関しても微細な評価を捉
えることが示されている。
【今回の報告】前任地の福島県立医科大学附属病院からモリタ製作所製3D AccuitomoF17を用い
て側頭骨、副鼻腔の評価を8年近く行ってきたが、今までの使用経験をもとに機能検査、術中所
見との比較を行い、CBCTの有用性と現状における使用上の注意点について報告する。今回提示
する疾患は、真珠腫性中耳炎、慢性中耳炎、鼓室硬化症、側頭骨外傷などであり、すべて会津
医療センター開設以来3年間で経験した症例である。
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耳科領域におけるコーンビームCTの有用性―機能検査・術中所見との対応
（2）耳管開放症・耳管狭窄症

池田　怜吉
仙塩利府病院耳科手術センター

Ⅰ．はじめに
AccuitomoをはじめとするコンビームCT（CBCT）は、省スペースを目的に座位での撮影方式が採用されたが、これが偶然にも耳

管疾患の画像診断に画期的ともいえる福音をもたらした。つまり、臥位では耳管周囲の静脈圧上昇によって耳管は閉塞度合が増すた
め、通常のCTやMRIは耳管開放症あるいは耳管狭窄症の評価に無力であった。これに対して、CBCTは座位で撮影されるため、耳管
形態（主として内腔ガス像）を生理的な状態で評価し、受診時の自覚症状や耳管機能検査所見とリアルタイムに対比検討することが可
能となった。
本講演では、当センターにおける過去2年間の経験から、座位CBCT（耳管CT）の耳管疾患診療における有用性を述べる。

Ⅱ．耳管開放症診断基準案（2016）
日本耳科学会より以下の診断基準案が提案されている。１，２，３すべてを満たすもの（１＋２＋３）を確実例、（１＋２）または

（１＋３）を疑い例とする。
１．自覚症状がある
自声強聴、耳閉感、呼吸音聴取の１つ以上

２．耳管閉塞処置（ＡまたはＢ）で症状が明らかに改善する　
Ａ. 臥位・前屈位などへの体位変化
Ｂ. 耳管咽頭口閉塞処置（綿棒、ジェルなど）
３．開放耳管の他覚的所見がある（以下の１つ以上）　
Ａ. 鼓膜の呼吸性動揺
Ｂ. 鼻咽腔圧に同期した外耳道圧変動
Ｃ. 音響法にて①負荷音圧100dB未満 または②開放プラトー型

Ⅲ．耳管開放症診療における耳管CTの有用性
診断基準案には、CBCTは未採用であるが、以下のような有用性が認められる。
①開放耳管の局在診断
典型的な耳管開放症では、鼓膜の呼吸性動揺、TTAGによる外耳道圧変動所見、音響法所見など（診断基準案3項）から、開放耳管

であることを診断可能であるが、局在診断は不可能である。耳管CTを用いると、開放耳管における症例ごとのバリエーションは驚く
ほど多彩であることが分かってきた。
②受診時に症状がない症例における有用性
受診時にたまたま自覚症状が無い症例は多い。問診上、体位変化による症状軽減があれば、耳管開放症疑い例となるが（診断基準案
１＋２）、確実例とすることはできない。運動負荷やバルサルバ法などを行わせると症状が顕在化し、鼓膜の呼吸性動揺も出現しやす
く、診察法の１つとして推奨されている。
このような受診時に症状がないケースでも耳管CTを撮影してみると、耳管閉鎖距離（閉鎖帯）の短縮所見が見られることがあり、

（診断基準案上の確実例と言うことはできないが）耳管開放症であろうと患者に話し、保存的治療を開始することが可能となる。
③術前検査としての利用
耳管開放症難治例に対して、われわれは耳管ピン挿入術を行っているが、挿入が困難な症例に遭遇することがある。そこで、耳管の

開放程度、耳管鼓室口の大きさ、形態などの術前評価により、挿入の難易度を判断できるか検討を行った。Savicらが報告した耳管骨
部の分類をもとに、（１）耳管周囲蜂巣が発育不良なPeritubal cell poor type、（２）耳管周囲蜂巣が発育良好でかつ骨板を有するPer-
itubal cell good with prominence type、（３）耳管周囲蜂巣が発育良好でかつ骨板を有さないPeritubal cell good without prominence
typeに分類し、耳管鼓室口、耳管骨部中間部、耳管峡部の幅並びに高さを測定した。Peritubal cell good with prominence typeにおい
て、他の群と比較し有意に耳管鼓室口の幅が狭かった。すなわち、このタイプの場合、耳管ピンが挿入しづらいことを示唆している。
実際に、当院において外来での耳管ピン挿入が困難であった症例はすべて、このPeritubal cell good with prominence typeであった。
耳管ピン挿入術を行う際には、CTにて耳管鼓室口の評価を行うことが望ましい。
④上半規管裂隙症候群の鑑別
上半規管裂隙症候群は、しばしば耳管開放症と類似した症状を呈し、また臥位にて症状が改善するため、鑑別が困難なことが多い。
最近1年間に耳管開放症を疑われ当院を受診した症例のうち、5例に上半規管裂隙症候群を認めた。他院にて難治性耳管開放症として診
断され当院を紹介された症例が殆どであった。いずれも自声強聴、耳閉感、呼吸音聴取の１つ以上の自覚症状を呈し、臥位・前屈位な
どへの体位変化にて症状が改善する症例であった。耳管開放症診断基準上は疑い例に該当したが、耳管CTを用いることにより、症状
があるにもかかわらず耳管は閉鎖していることに加え、上半規管裂隙の存在が明らかとなり確定診断に至った。
Ⅳ．まとめ
耳管開放症を中心にAccuitomoをはじめとするCBCTの有用性を述べた。耳管狭窄症においても機能検査との併用で、より精密に耳

管狭窄症の診断が行いうると考えるが、今後の課題も多い。
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急性中耳炎を見直す─使えるエビデンス・使えないエビデンス

山中　　昇
藤沢御所見病院 耳・鼻・のど・感覚器センター

急性中耳炎は減っているのか？
7価・13価肺炎球菌ワクチンの普及によって、小児の髄膜炎や菌血症などの侵襲性肺炎球菌感

染症（IPD）は激減している。さらにプレベナー®やアクトヒブ®などのワクチン普及により、小
児実地臨床において極めて頻度の高い急性中耳炎や急性鼻副鼻腔炎なども減少傾向にあると、
耳鼻咽喉科医や小児科医からの意見や印象が伝えられている。実際に診療所や地域のグループ
から減少しているという報告も散見されようになってきた。はたしてこのような減少傾向は事
実なのであろうか。
鼓膜切開はエビデンスに基づいた治療か？
小児急性中耳炎に対する治療方針については、小児急性中耳炎診療ガイドラインが2006年に

発表、2009年および2013年に改訂され、鼓膜所見の正確な判定に基づく重症度に応じた適切な
抗菌薬治療および鼓膜切開治療が推奨されている。これらの診療ガイドラインは信頼に足ると
考えられるエビデンスに基づいて作成されているが、実地臨床の現場ではすべての診療につい
て、信頼性の高いエビデンスが得られているわけではない。急性中耳炎に対する鼓膜切開治療
は長い間耳鼻咽喉科医にとって極めて有用な治療であり、治療後の除痛、解熱、早期治癒を実
感している。しかし、「エビデンス」という観点からは、決して信頼性の高いエビデンスは得ら
れていないのが現状である。では鼓膜切開はEBMではないのか。
新規抗菌薬は急性中耳炎治療の最後の切り札（机の奥にしまっておく薬）か？
急性中耳炎診療ガイドラインでは、受診あるいは治療開始後3日目で臨床評価を行い、改善不

良であれば抗菌薬治療開始あるいは抗菌薬のスイッチを推奨しており、抗菌薬選択において肺
炎球菌迅速診断キットが参考になることも追加された。さらに2009年〜2010年に認可された新
規抗菌薬（TFLX, TBPM-PI）が中等症の3次選択薬、重症例の2次選択薬として推奨され、診断
や治療法の改善が計られてきた。しかし、「選択薬」と言っても具体的にどのように選択するの
か、実地臨床で悩む場合も少なくない。重症例に積極的に新規抗菌薬を使う医師や、「使えば耐
性菌」とその使用に消極的で、いわゆる「机の奥の薬」化している医師、などその使い方につ
いては意見が大きく分かれているのが現状である。では実際に抗菌薬の「選択」のエビデンス
はあるのか。
重症例は難治例か？
急性中耳炎の重症例は「急性中耳炎診療スコアが12点以上」と定義されており、反復性中耳

炎は「過去6カ月以内に３回以上、12カ月以内に４回以上の急性中耳炎に罹患」とされている。
さらに遷延性中耳炎は「急性中耳炎にみまがう鼓膜所見を呈している状態が３週間以上持続し
ている状態」と定義された。難治性中耳炎の定義は「急性中耳炎の治療を行っても鼓膜所見が
改善せず、初診時の臨床症状や鼓膜の異常所見が持続しているか、悪化している状態」とされ
た（2013年急性中耳炎診療ガイドライン）。難治性中耳炎のエビデンスが乏しいため、曖昧な定
義となってしまっている感を否めない。演者は現段階では「反復性中耳炎」＋「遷延性中耳
炎」を難治性中耳炎としている。急性中耳炎の重症化と難治化の病態は同じではなく、中等症
例の小児で遷延性中耳炎や反復性中耳炎などの難治性中耳炎の臨床経過を示す患児も多く、重
症化と難治化とは分けて考えなければならない。ではそれぞれの病態はどのようなものか。
本講演では急性中耳炎のエビデンスを見直し、使えるエビデンスを絞り実地臨床にどのよう

に応用するか、さらにエビデンスが蓄積されていない診療をどのように考えるかを考察した
い。
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人工聴覚器・補聴器・耳鳴医療の進歩
〜日本の将来を担う若手耳科医のために〜

神田　幸彦
（医）萌悠会　耳鼻咽喉科　神田E・N・T医院・長崎ベルヒアリングセンター

【はじめに】
演者自身も55歳で未だ未熟な若輩であり今後興味ある学びたい事も多々あるが、今回は30代〜40代の、この魅力溢
れる耳科学に携わる先生や20代のこれから耳科学を学ぼうとされるより若き世代の先生方に下記内容で発信できれば
と思っている。
【補聴器の最近の凄まじい進歩】
私が補聴器を学び始めたのは1988年、27歳の頃である。埼玉の国立身体障害者リハビリテーションセンターで開催

されている補聴器講習会に参加し、教わった通りに補聴器外来で難聴患者相手に補聴器のフィッティングを始めた。
最初は無知でへたくそであり、「いっちょん聴こえんばい」「うるそうてつけちゃおられん！」などと患者たちになじ
られては、待合室で待たせて汗をかきながらトリマーを回して繰り返し特性をはかりながら適合を重ねて行った。や
がてジャストフィッティングして「聴こえるようになりました、ありがとうございます」と言われる喜びを知るよう
になる。全ての患者に合わせられるようになる自信がついたのは5年くらい経ってからの事であった。当時はアナロ
グ補聴器しか無く、現代のデジタル技術の進歩とは隔世の感がある。その補聴器の進歩について解説する。

1960〜1980年代はアナログ時代である。1963年最大出力136dBSPLの箱型補聴器が開発、1964年 IC回路の開発、
1971年トランジスタ型マイクロフォンの開発、1982年最大出力134dB、利得63dBの耳かけ型補聴器、1988年高出力の
挿耳型（カスタム）補聴器、1989年K-ampでノンリニアなどと開発が進んだ。一方で、1990∼2010年代はデジタル時
代の全盛期である。1991年初のデジタル箱型補聴器開発を皮切りに1996年フルデジタル耳掛け型、雑音抑制がついた
所謂第2世代、1997年フルデジタルのCIC補聴器、2006年音声増強処理がついた所謂第3世代、2012年雑音抑制＋音声
増強デジタルが自立支援対応型補聴器となる（一部のメーカー）。2015年には24ch以上、雑音抑制＋音声増強＋音楽
自動処理の所謂第4世代補聴器が出て来ており一部メーカーで自立支援対応型となっている。まさに凄まじい進化を
遂げている。
【耳鳴医療の進歩】
最近、耳鳴に関する話題が雑誌やメディアに取り上げられるようになったのは多くの先生方の衆知の事実である。

その理由の一つに補聴器の上記のような進歩がある。米国の耳鼻咽喉科頭頸部外科学会（AAO-HNSF）でも2014年
Otolaryngol. Head Neck Surg.（151：S1-S40）に耳鳴への初の診療ガイドラインが提示され耳鳴への補聴器による音
響療法が推奨された。私は普賢岳災害後近くにすむ患者が補聴器で耳鳴が消えるという興味ある事実に遭遇し、その
不思議な現象を検証して1999年8月Politzer Society Meeting（Zürich, Switerland））で報告、開業後もピッチマッ
チ、ラウドネスバランスが適合する患者に行なって来た。その耳鳴音響療法の年代的変遷と効果について報告する。
また2014年CI2014─国際人工内耳シンポジウム─（Munich, Germany）にてTinnitus and non-auditory side effects
のラウンドテーブルにて報告したが内容と世界の動向について話す予定である。
【人工内耳医療の進歩】

2014年2月に改訂された小児人工内耳適応基準であるが、大きく変わった項目は年齢（1歳〜）、人工内耳の両耳装
用、EAS（残存聴力活用型人工内耳）である。日本耳鼻咽喉科学会福祉医療乳幼児委員会のメンバーとしてガイドラ
イン作成や人工内耳実態調査に関わってきたが、ガイドライン自体の案は2011年頃から検討して来た。ガイドライン
は凄まじく変化する海外の動向を見つめ、3年後の改訂に向けてそれ以降、6年後あたりまでの医療の進歩を予測しな
がら作成する必要がある。ガイドライン作成にあたって注意した点や人工内耳実態調査報告（2016、日耳鼻）から見
えてくる進化、今後の予測などを上記3点について報告する。また両側人工内耳については今年9月にBICI2016-Bin-
aural Hearing with Hearing Implants Symposium-（Munich, Germany）のラウンドテーブルにBilateral CI-Current
Status and Challenges in my country-Japanの指定演題で演者として参加予定であるので海外の旬な話題も提供でき
ればと思っている。
【人工中耳医療の進歩】
現在本邦で認められている人工聴覚器にBAHAがあるが、今年秋頃に認可される可能性があるものにVibrant

Soundbridge（VSB）がある。BAHAの現状を報告するとともに、これまでVSBの臨床治験に関わって来た経験から
VSBの手術術式や凄まじい進化を遂げる現代の補聴器との比較、適応について考察する。どちらも日進月歩であり医
療者としては適応に悩ましい点も抱えているが、患者にとっては様々な選択肢が選べる良き時代になって来た。
【なぜ若き日本の耳科医が大きな可能性を秘めているのか？】
長崎大学での人工内耳手術は500症例超であるがこれまで約9割程度に術者として携わって来た。その中で若い先生
や医学生に人工内耳医療を教える役割もあったわけだが教える事でこちらが教わる事や気づく点も多い。その中の一
つに「日本の医師は若い頃から耳の手術が上手い」という点である。背景には手術顕微鏡など手術に使用する道具の
素晴らしい進歩やIT時代の申し子としての情報整備もあると思われるが、ドイツ留学時の経験に基づいて何故日本の
若い医師が耳科手術に有利で若年時から上手くなる可能性を秘めているのかについて提言する予定である。年輩の経
験豊富な先生方には異論もあるかもしれないが、ランチョンのお弁当を箸でつまみながら楽しく聞いていただければ
幸いである。
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人工内耳における低侵襲手術─電極開発の視点から
Cochlear duct length and importance of the apex

Claude Jolly
メドエル社人工内耳電極開発部門ディレクター

Technological progress in manufacturing of atraumatic electrode arrays, as well as the intro-
duction of soft surgical techniques, led over the last years to significant extension of cochlear
implant (CI) candidacy. Nowadays, not only profoundly deaf persons can benefit from an implant,
but also those with some residual hearing, typically at low frequencies. The satisfaction with
the implant performance depends to great extent on the achievement of sufficient pitch match
between sound frequency components delivered by individual electrodes from the CI electrode
array and tonotopic location of these electrodes inside the cochlea. Compression, deletion or shift
of frequency components can be tolerated by patients only to some extent thanks to the brain
plasticity. Furthermore, low frequency information delivered to the cochlear apex is particularly
important for spatial hearing. It is therefore important to determine pre-operatively as accurately
as possible the length of the cochlear duct for each patient as the cochlear anatomy is highly
variable and it can vary in length by up to 30%. This might seem practically impossible, due to
the inaccessibility of the cochlea located deep inside the temporal bone. Fortunately, pre-opera-
tive computer tomography (CT) imaging, nowadays routinely taken in most of ENT clinics, can
be exploited also for the prediction of the cochlear duct length (CDL). It turns out that a single
radiological measurement, the diameter of the basal turn, is highly correlated with CDL and its
measurement can be used for the informed selection of the most suitable electrode array  from
the available  portfolio for each CI candidate.
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人工内耳における低侵襲手術─術者の視点から

内藤　　泰 1、Claude Jolly2

1神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科　副院長・耳鼻咽喉科部長、
2メドエル社人工内耳電極開発部門ディレクター

従来、本邦の人工内耳手術の適応は純音聴力で90dB以上の両側重度感音難聴であった。しか
し、低音域に聴力が残存しているためにこの条件を満たさないが、高音域の重度難聴のために
語音弁別が不良で、その特異な聴力型から補聴も困難な例があり、対応に窮することが少なく
なかった。このような症例には、低音領域は音響刺激、高音領域は電気刺激で聴覚を得るelec-
tric acoustic stimulation（EAS）が有効で、本邦でも、平成22年に高度医療の承認を受け、その
後、多施設共同研究で有効性と安全性が確かめられ、平成26年に保険収載されるとともに日本
耳鼻咽喉科学会から診療ガイドラインが示されて、高音急墜型あるいは高音漸傾型の高度感音
難聴に対する標準的医療として定着している。このセミナーでは、本邦の他施設共同研究で得
られた知見を振り返るとともに、当施設で行ったEAS手術例の適応、術中所見、術後経過を検
討し、本法の利点と留意点について検討する。また、EASシステムの技術的側面については、
メドエル社人工内耳電極研究部門ディレクターのClaude Jolly氏に、同社の電極設計のポリシ
ー、今後の方向性について述べていただく。

EASについて多施設共同研究で行われた治験では、成人の高音急墜型感音難聴32例の治療成
績が検討された。その結果、全例で一定の残存聴力保存が確認されるとともに、EASによる語
音聴取成績が、音響刺激および電気刺激単独より優れていることが確かめられた。また、宇佐
美らの研究により、人工内耳手術において正円窓アプローチによる保存的手技を用いること
で、前庭機能への影響も軽減できることが示され、人工内耳手術において、できる限り内耳機
能を温存することは、一つの標準的な考え方となっている。
また、当施設ではEASの保険収載以降、成人だけでなく、小児例の手術も行っているが、小

児においても成人同様に、EASの有効性を確認している。しかし、小数例ではあるが術後に難
聴が進行した例や、小児で機能性難聴を併発して術後の聴力評価に難渋した例など、注意を要
する症例も経験している。今回は、当施設で行ったEAS手術例のポイントを、手術手技、聴覚
評価、両方の観点からまとめる。
以上、本セミナーでは人工内耳手術における低侵襲性、内耳機能保存について、実際に患者

の診療にあたる医師の観点、機器を提供する技術者の観点の双方からアプローチし、その望ま
しい姿について考察する。
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急性中耳炎の難治化と免疫応答

保富　宗城
和歌山医科大学耳鼻咽喉科学講座

急性中耳炎は乳幼児期から幼小児期にも共に頻回に罹患する耳鼻咽喉科感染症一つである。
本邦の「小児急性中耳炎診療ガイドライン2013年度版」では過去6ヶ月以内に3回以上、12ヶ

月以内に4回以上の急性中耳炎に罹患した状態を反復性中耳炎と定義している。一方、耳痛など
の急性症状が顕在化していない状態で3週間以上鼓膜初見の改善を認めない症例は遷延性中耳炎
をされる。小児急性中耳炎の病態を検討すると2歳未満児では1ヶ月以内の急性中耳炎の罹患、
反復例、遷延例が2歳以上児と比較して有意に高く、2歳未満の乳幼児期の急性中耳炎は難治性
と考える。
このような背景には、2歳未満の低年齢児の多くが免疫学的にも未成熟な時期であり、肺炎球

菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリスの起炎菌に対する免疫応答が低いことがあ
げられる。我々の検討においても、2歳未満の乳幼児期にはこれら起炎菌に対する特異的 IgG抗
体は生理的にも低いことに加え、反復性中耳炎患児の約半数で正常以下であることが判明して
いる。これらのことから、急性中耳炎の難治化とりわけ2歳未満の乳幼児期における急性中耳炎
の難治化には宿主の免疫応答が深く関係していると考えられる。
近年、IgGサブクラスである IgG2の測定が可能となった。IgGは、IgG1、IgG2、IgG3、IgG4

の4つのサブクラスがあり、IgG1はウイルス、細菌外毒素などの蛋白抗原に対する抗体、IgG2は
肺炎球菌などの莢膜多糖体抗原に対する抗体、IgG3は補体結合能が高く補体活性化能が高いな
どの特徴を有する。IgG2は年齢により正常値が異なるが、年齢の正常値より-2SDであれば IgG2
低下と考え、1 歳以上で80mg/dl以下の場合にIgG2の低下を疑い、免疫グロブリンの補充療法が
有効な例もある。
本発表では、小児急性中耳炎における起炎菌特異的免疫応答に焦点を当て、難治化の要因に

ついて発表する。
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小児に対する経外耳道的内視鏡下手術（TEES）のTips & Tricks

伊藤　　吏
山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

【はじめに】
近年、高精細（high definition: HD）3CCDカメラの技術革新にともない、全ての行程を内視鏡で行う
経外耳道的内視鏡下耳科手術（transcanal endoscopic ear surgery: TEES）が行われるようになってき
た。内視鏡下手術では広角な視野により一視野で鼓室の全体像を把握することが可能であり、さらに内
視鏡の接近による拡大視や斜視鏡の使用による死角部位の明視化も可能となる。このような利点をもつ
TEESは耳後切開不要の低侵襲手術であるが、経外耳道的なkeyhole surgeryという難しさも持ち合わせ
ている。このことから外耳道が狭い小児に対するTEESはハードルが高いと感じられ、小児における
TEESの実効性や有効性に関する検討はされていなかった。そこで我々は小児症例で術前CTによる外耳
道径測定とTEESの術後経過について検討し、小児の外耳道径は小さいものの、成人に比べて外耳道が
直線的で短いため内視鏡と手術機器の干渉も少なく、成人と同様にTEESは可能であり、術後成績も良
好であることを確認したので、手術ビデオの供覧と共に解説する。
【小児に対するTEESの適応】
我々は2011年より中耳疾患に対し直径2.7mmの内視鏡にFull HD 3CCDカメラを組み合わせてTEES

を施行している。上鼓室や乳突洞病変への操作が必要な場合には、洗浄と吸引を兼ね備えた超音波骨削
開器やカーブバーを用いたtranscanal atticoantrotomyを行い、最小限の骨削開で乳突洞までアプローチ
を行うPowered TEESを行っている。当科では外耳道の狭い小児でも成人と同様にTEESを行ってお
り、これまで80例以上の小児にTEESを施行してきた。その疾患の内訳は、先天性・後天性真珠腫、慢
性穿孔性中耳炎、癒着性中耳炎、中耳奇形など多岐にわたる。全症例で術前CTによる評価を行い、真
珠腫に対する術式の選択はCTおよびMRI所見、合併症・随伴病態の有無より決定している。原則とし
て、1）前・中・上鼓室、乳突洞（PTAとMの一部）までの真珠腫に対してはPowered TEES、2）真珠
腫が乳突蜂巣まで進展している症例では中鼓室・上鼓室の病変はTEESで、乳突部は顕微鏡下のCWU
mastoidectomyで対応するDual Approach法、3）AO、LD以外のStage IIIの症例にはCWD mastoidec-
tomyで対応している。
当科ではcone beam CTの矢状断画像を元に画像解析ソフトImageJを用いて骨部外耳道の長軸径と短
軸径を測定しているが、2〜14歳の41耳を解析したデータでは、短軸径の分布は3.2mm-5.9mm程度であ
り、短軸径最小の最峡部でも長軸径は6mmを越えていた。このような外耳道径であれば2.7mm内視鏡
と手術器機の共存が可能なワーキングスペースが確保されると考えられる。
【TEESを始めるためのTips & Tricks】
術前の準備：きれいな視野を確保するために、外耳道の清掃と耳毛の処理が必要である。耳垢および

耳毛を丹念に清掃、除去することで、内視鏡の出し入れの際に先端が汚れることを予防できる。また、
屈曲した軟骨部外耳道を直線的にし、内視鏡の出し入れを容易するため、耳珠を前方に牽引固定すると
ともに耳介裏面にたたみガーゼをおいて耳介を外側後方にテープで牽引固定している。
術中の工夫：内視鏡システムはSTORZ社の直径2.7mm、有効長18cm、0度、30度の硬性鏡にFull HD
の3CCDカメラとモニターを組み合わせている。また、LED光源を用いることで観察部位や鏡筒の温度
上昇による組織障害を予防できる。内視鏡のブレを防ぐため、術者は脇をしめ、両肘を手台にのせて支
点とし、さらに軟骨部外耳道に支点をとり内視鏡を固定している。上鼓室や後鼓室など、観察する方
向、操作する方向に従って内視鏡や手術機器の挿入角度を随時調整している。曇り止め対策として、曇
り止め成分付スポンジであるドクターフォグⓇに液体の曇り止め剤であるウルトラストップⓇを滴下し
たものを用いて、内視鏡を耳内から出す度に助手が先端をふいている。この操作は、硬性鏡先端を冷却
する効果も期待できる。
外耳道皮膚剥離の際の出血予防に加えて皮膚の液性剥離を行うために、30万倍エピネフリン入り0.5%
キシロカインを、注射針先端を外耳道骨面にあてて、皮膚を緩徐に剥離するように注射している。外耳
道の皮膚切開は、骨部外耳道の中間の深さに行っているが、atticoantrotomyを予定しているときは軟
骨部外耳道に近い外側の骨部外耳道に置いている。止血操作は高周波凝固装置に接続した先細バイポー
ラーとボスミン含浸ベンシーツⓇおよび綿花を用いて行っている。原則として片手操作になるTEESで
は、以上の様な工夫を施し、常に汚れや出血のない視野で手術操作を行うことが肝要である。
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水中内視鏡下耳科手術による内耳へのアプローチ　─その活用と展望─

山内　大輔
東北大学

近年の耳科手術では、HD（High Definition）画像システムを用いた経外耳道内視鏡下耳科手
術（transcanal endoscopic ear surgery: TEES）に代表される、硬性内視鏡を用いた低侵襲手術
が発展している。イタリアのModena大学、Verona大学では経外耳道的にグロームス腫瘍や聴
神経腫瘍を摘出しており、最近の耳科手術の変遷が伺える。演者自身も2012年よりTEESによる
鼓膜形成術、鼓室形成術、アブミ骨手術を積極的に行っている。耳科手術における内視鏡の使
用は、TEESに限らず、顕微鏡に比べて術野に近接した広い視野の観察ができるという大きな利
点がある。中耳手術において内視鏡システムは、顕微鏡との併用も含めて、常に準備しておく
ものと考えている。
一方、内耳にアプローチする術式、すなわち人工内耳埋め込み術、アブミ骨手術、半規管瘻

孔閉鎖・充填法、ならびに迷路摘出術における手技は主に顕微鏡下に施行されてきた。顕微鏡
操作では主に左手に吸引管を持つことが多いが、内耳瘻孔の処理や内耳を開放するような手術
において内耳障害を回避するために、内耳リンパ液を吸引しないように熟達した操作が必要で
ある。また瘻孔の処理の際には、生理食塩水を滴下して迷路への空気の侵入を防ぎ、内耳障害
を避けるように努めることが良い。この生理食塩水滴下中の顕微鏡による観察では、水面の反
射や屈折によって対象物の正確な位置が把握しにくい時があり、高度な技術をもった術者でも
内耳障害の合併症リスクを避け得ぬことがある。
そこで我々は、生理食塩水の浸水下に内視鏡による視野を用いて内耳瘻孔の処理や内耳の開

放を行う、水中内視鏡下耳科手術（Underwater Endoscopic Ear Surgery; UWEES）を考案し
た（Yamauchi D, 2014）。水中で内視鏡視野を用いた手術手技は他科領域ですでに確立されてお
り、整形外科の関節鏡手術や泌尿器科の膀胱鏡手術に加え、最近では消化管内科領域において
水中内視鏡的粘膜切除術（Underwater endoscopic mucosal resection; UEMR）の有用性が報告
されている。これらの領域の手術では解剖学的に腔の虚脱を防ぎ、灌流によって良好な視野を
確保する必然性がある。UWEESではそれに加えて、内耳開放部の吸引が不要となることで、内
耳機能の保護を目的とする。演者は2013年から現在までに、真珠腫における半規管瘻孔、蝸牛
瘻孔、上半規管裂隙症候群、人工内耳埋込術、経上半規管法による錐体部真珠腫の摘出、アブ
ミ骨脱臼などの症例に対し、術中の必要な部分でUWEESを行っている。本セミナーでは、
UWEESに必要な器具、準備、手術時の留意点とコツを解説し、実際の手術動画を供覧する。さ
らに今後の展望として、東北大学医工学研究科と共同開発している、人工内耳挿入補助機構を
備えた水中内視鏡について紹介する。
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耳科手術における工夫
（1）鼓室形成術・人工内耳

高橋　優宏
横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

＜鼓室形成術＞
当科では中耳真珠腫手術に対して、外耳道後壁削除・再建型鼓室形成術を基本術式としてい

るが、①再形成再発症例 ②StageⅢ, Ⅳ症例 ③外耳道後壁の広範な破壊症例 ④Only hearing ear
症例 ⑤高齢・合併症を有するhigh risk 症例に対しては外耳道後壁削除・乳突腔開放型鼓室形成
術（Canal wall down tympanoplasty, 以下CWD）を施行している。CWDは術後の再形成再発が
少ないという利点がある一方、開放乳突腔において術後炎症が遷延する乳突腔障害（cavity
problem）が問題となる症例が少なくない。乳突腔障害のリスクを減らすために、開放乳突腔を
小さくし、上皮化を促進させる　という点に留意する必要がある。そのため、当科では、①外
耳道入口部の十分な拡大、②骨パテを用いた開放乳突腔先端部の部分充填、③有茎筋膜弁、有
茎筋骨膜弁による骨面の被覆を行っているが、一部の症例において上皮化の遷延による感染を
伴う症例を認めることがある。当科では上皮化をさらに促進させるためにPGAシート（ネオベ
ール®）を筋膜上にフィブリン糊で固定・被覆している。症例を供覧する。
＜人工内耳＞
残存聴力活用型人工内耳（EAS）は、低侵襲手術により残存聴力が維持されることが基本と

なる。低侵襲手術のポイントは①正円窓アプローチによる正円窓からの電極挿入、②柔軟性の
ある電極の使用、③ステロイドの使用　である。現在、残存聴力のない通常の人工内耳手術に
おいても、長期的な観点から蝸牛構造温存を目的とした低侵襲手術を基本とする施設が多くな
っている。当科においても奇形などの構造上問題のない人工内耳症例は全て、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。しかしながら、通常の後鼓室開放にて正円窓膜
全体を明視下に置けた症例はなく、正円窓膜を明視下におく手技が必要となる。①十分な後鼓
室開放、顔面神経窩の拡大：尾側への拡大、顔面神経鞘の露出、外耳道後壁の骨折・前方への
偏移　②正円窓窩骨縁の削開　③偽膜の切除である。特に②正円窓窩骨縁の削開　は、正円窓
膜を損傷しないよう操作する必要がある上に電極挿入のために十分な削開が必要なためより慎
重な手技が必要である。当科では外径2.7mm、有効長18cmの0度、30度の硬性内視鏡を併用して
正円窓膜を確認しながら正円窓窩骨縁の削開を行っている。症例を供覧する。
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耳科手術における工夫
（2）頭蓋底手術

大石　直樹
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

頭蓋底手術では側頭骨深部の操作が必要であるため、病変周辺に至るまでにかなりの側頭骨
操作（骨削開）を要することになる。頭蓋底手術における病変の切除ではかなり繊細な手術手
技・高い集中力などが要求され、できれば術者は万全の状況で病変切除に臨みたいと考えるも
のだが、病変周辺に至るまでの操作も多岐にわたるため、病変切除を始められるのが手術開始
からようやく数時間経過した後になることも稀ではない。そのため、病変到達までの操作をい
かに安全に効率化させ、時間の短縮を目指し、かつ助手ともうまく連携して手術を行うか、と
いう視点が、通常の耳科手術以上に頭蓋底手術では重要となってくる。むろん、手術解剖を理
解し的確な手術操作を積み重ねていくことは、頭蓋底手術を行うにあたっての大前提である
が、手術を安全により質の高いものにするためには、手術手技のみならず、手術環境・器具な
どにも工夫を凝らす必要がある。
本ランチョンセミナーでは、当科において頭蓋底手術施行の際に心掛けている工夫を、聴神

経腫瘍、temporal bone paraganglioma（グロムス腫瘍）、側頭骨錐体部腫瘍などの実際例を提
示しながら、紹介したい。具体的には以下の項目について、意識して頭蓋底手術に取り組んで
いる。
（1）手術のセッティング：助手、手洗い看護師、器械台、顕微鏡、モニターの位置など
（2）ドリル／バーの選択：場面に応じた最適なバーのサイズ、種類の選択
（3）助手の役割
（4）神経モニタリング
（5）ナビゲーション
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鼓膜形成50年
─この間に得られたエビデンスなど─

湯浅　　涼
仙台・中耳サージセンター

鼓室形成術がわが国に導入され、本学会の前々身であるオトマイクロサージャリ―研究会が
スタートしたのが1960年で今日まで56年が経過した。私が初めて中耳手術を経験し、第8回同研
究会で口演した1967年から今年で丁度50年が経過した。今回、私に与えられた演題は「鼓膜形
成50年」で、この50年間に経験した10,000余例の耳科手術から得られたエビデンスと未だ分から
ない事柄について示す。以下、主な講演項目を挙げ、詳細については当日スライドと動画で供
覧する。１）聴力検査：①低音域の骨導値の問題、②術前の気骨導差（A-B Gap）の確認方法、
③術中の聴力検査として当院で開発、使用している装置とその有用性。２）耳管通気と耳管機
能：近年「絶滅危惧種」になりつつある耳管通気の重要性について、①耳管機能の特長、②術
前、術後の耳管通気の意義、③通気法の技術的工夫など。３）麻酔：耳科手術では術中の聴力
改善のチェック可能な点から局麻が有利であり、真珠腫例を含め大多数の症例（85〜90％）が
ジアゼパムなど鎮静剤の投与なしの純局麻下で手術が可能である。局麻施行上で工夫を行え
ば、ノミあるいはドリルを用いた乳突蜂巣削開術も無痛的に行える。４）真珠腫：①鼓室形成
術創生期には慢性中耳炎に対する術式（外耳道保存・再形成）が真珠腫例にも施行された結
果、術後の再発が問題となり、「外耳道の保存か削除か」、いわゆるOPEN vs CLOSEDの激論が
国内外で続いたが、21世紀に入り真珠腫の術式は「症例に即した術式を選択すべき」という方
向に落ち着いた。②Canal Wall Down法の際、露出骨面をキチン膜で被覆することにより、Cav-
ity problemは激減した。③真珠腫特有の臨床所見である骨破壊のメカニズムは角化物Debrisの
存在が強く関与しており、その堆積をコントロールすることが真珠腫治療の基本。④先天性真
珠腫が3歳児検診などにより、早期発見例が増加したが稀に自然消滅例もみられる。５）接着
法：①1988年、フィブリン糊を用いた鼓膜形成術（接着法）の第一例を経験し、翌年、誌上発
表して以来、本法が全国的に普及した。②術後、新鮮化した鼓膜穿孔縁から移植組織内に多数
の血管が進入している像は実に感動的で、本法の明るい将来を予感する所見であった。③本法
は低侵襲性で、術後の聴力悪化が極めて稀であるため、Better hearing ear／Only hearing ear
にも適応し、また両側同日手術も可能であり、本法が従来法に代り第一選択肢となっている。
④柳原尚明先生からの「アメリカ耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会AAO-HNSの教育講演として本法
を世界に発信すべき」とのアドバイスを頂き、2007年ワシントンで初回講演を阪上雅史先生の
ご指導のもとで行い、その後は阪上先生と湯浅　有が本年まで10回継続講演を行ってきた。⑤
Prof. Tosは「Yuasa’s methodは小穿孔が適応」と記しているが、大穿孔例には複数枚の組織を
用い、また穿孔縁全周が直視困難例には外耳道骨の削除あるいは内視鏡の併用により適応にな
る。⑥本法の初回手術後の穿孔閉鎖率は85.8％（原法で77.7%）であるが、再穿孔例に対して、
乾燥凍結自己組織を用いて簡単に補修可能で、最終穿孔閉鎖率は97.5%と従来法に遜色ない結果
が得られる。６）接着法の進化：接着法を発展させ、耳前、耳後切開なしで耳鏡内アプローチ
のみでの鼓室形成術、Surfer’s earの手術などに応用して、耳内の無タンポン化、包帯不要化へ
と進化した。７）国際社会への貢献：①国際耳鼻咽喉科学振興会SPIOの承認事業として「途上
国耳科手術支援事業」が2013年から、年1∼2回ブータン王国において行われている。本年は4年
目にあたり、6回目の事業が8月に行われた。この間、接着法を主とした中耳手術を130耳に実施
した。②本術式の特長である低侵襲性、手術時間の短縮、術後のケアフリーなどは途上国での
手術に相応しい術式で、現地で高い評価を受けている。本事業を重ねる度に接着法の技術は現
地スタッフに浸透して、現在は約半数の患者が現地スタッフにより手術が施行されている。
鼓膜形成50年の節目に、講演の機会を与えて下さった宇佐美真一会長、50年間いつも目標と

してきた座長の柳原尚明先生に深く感謝致すとともに海外での接着法の普及を支えて頂いた野
村恭也先生、阪上雅史先生にこの場をお借りして深謝申し上げます。
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成人人工内耳の適応基準についてのアンケート調査

岩崎　　聡、宇佐美　真一、髙橋　晴雄、東野　哲也、土井　勝美、佐藤　宏昭、
熊川　孝三、内藤　　泰、羽藤　直人、南　修司郎

日本耳科学会国内学術委員会人工聴覚器ワーキンググループ

【はじめに】
成人人工内耳の適応基準は1998年に改訂され、以下のようになっている。
1．年齢：18歳以上とする。　2. 聴力および補聴器の装用効果：純音聴力は90dB以上の高度難

聴で、かつ補聴器の装用効果の少ないもの。 補聴器の装用効果の判断にあたっては、人工内耳
装用者の語音弁別成績を参考にして判定されることが望ましい。（具体的には子音弁別テスト、
57語表の単音節検査、単語や文章復唱テストなど）3. 禁忌：CTやMRI画像で蝸牛に電極を挿入
できる部位が確認できない場合（但し、奇形や蝸牛の骨化は必ずしも禁忌とはならない。）。
その他、活動性の中耳炎、重度の精神障害、聴覚中枢の障害、重篤な合併症などの感染症や疾
患。　4. 本人の意欲と周囲の支援体制：本人および家族の強い意欲と現実的な期待が必要であ
る。プロモントリー・テストの成績は参考資料にとどめる。先天聾の成人例は、言語理解の面
での効果が乏しく、人工内耳の非使用者となる可能性があることを理解させておく必要があ
る。 また、本人の人工内耳装用に対する十分な意欲があることが必要である。
しかし、2014年に小児人工内耳の適応基準が改定され、機器の進歩もあり、その成績も向上

している。また海外の成人人工内耳の適応基準では語音明瞭度も考慮され、平均聴力レベルも
異なっている。今回は本邦における成人人工内耳適応の現状を把握するため、日本耳科学会国
内学術委員会人工聴覚器ワーキンググループが主体となって全国アンケート調査を実施したの
で、その結果を報告する。
【対象と方法】
平成28年2月下旬に人工内耳実施施設109施設へアンケート用紙を郵送した。約1ヶ月後に回収
できた数は87施設、回収率は79.8％であった。アンケー内容は以下の９項目からなる。
１、現在の日本耳鼻咽喉科学会の成人人工内耳の適応は、純音聴力が両側90dB以上となってい
ます。今までに90dB未満の難聴で人工内耳を希望された患者さんはいましたか？　

２、少なくとも一側の純音聴力が90dB未満の症例に人工内耳を行ったことはありますか？　
３、現在の適応規準を改定した方が良いと思いますか？　「はい」の場合は、その理由をお答
えください。（複数回答可）　□ 純音聴力の適格規準が現実に即していないため。□ 語音聴力
による適格規準が定められていないため。□ その他。　

４、これまでに行った人工内耳手術で最も軽い術側の平均聴力レベルを記載ください。
５、平均聴力レベルだけではなく、語音明瞭度も適応決定に重要と思われますか？
６、両側に人工内耳の手術を行ったことはありますか？
７、人工内耳術後に日本耳鼻咽喉科学会へ登録手続きを必ず行っていますか？
８、その他、意見等がありましたらご記入ください。
【結果と考察】
問１では85％の施設が90dB未満で人工内耳を希望された。問２では48％の施設が90dB未満に

人工内耳手術を行っていた。問３では82％の施設で適応基準の改定を望んでいた。問４では
90dB以上が20.7％、80dB台が51.7％、70dB台が14.9％であった。問５では93％の施設が語音明瞭
度も重要と考えていた。問６では67％の施設で両側人工内耳を実施したことがあった。問７で
は89％の施設で登録手続きを行っていた。今回のアンケート結果と各国の状況や科学的エビデ
ンスを踏まえて、成人人工内耳の適応基準の検討を行っていきたい。

Otol Jpn 26 (4) :331 , 2016

第11回人工内耳中耳研究会共同セッション



Indications - Adult Cochlear Implant Candidacy Criteria Update

Radesh K Najran
MED-EL GmbH, Innsbruck, Tyrol, Austria

Currently cochlear implantation is widely approved for patients with severe to profound hear-
ing loss. Recent advances in cochlear implantation technology and surgical technique have made
this procedure a safe and effective use of cochlear implants in patients. Developments such as
partial electric stimulation of the cochlea or the preservation of the fine structures of the cochlea
have expanded the candidacy criteria for cochlear implantation. Such progress will continue to
transform the criteria for cochlear implant candidacy in the future.

This paper provides an overview of the current selection criteria for adults in the world's
major markets with the main evolving candidacy areas in patients with single sided deafness,
asymmetric hearing losses and patients with moderate to severe hearing loss, auditory neuropa-
thy spectrum disorders and Electric Acoustic Stimulation (EAS).
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VIBRANT SOUNDBRIDG®の短期および中期の治療成績

土井　勝美
近畿大学

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

成績不良例、③耳漏や耳閉感のため気導補聴器が装用できない症例、④頭痛・圧迫感・審美性の観点から骨導補
聴器が装用できない症例、⑤気導・骨導補聴器で十分な補聴が得られない症例などに対して人工聴覚器を用いた
聴力改善手術が積極的に導入されてきた。
国内では、2011〜2014年にかけてVSB（Vibrant Soundbridge®; MedEl社）の臨床治験が行われ、13施設で伝音
難聴・混合性難聴25例にVSB埋め込み手術が施行され、PMDA（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency;
独立行政法人医薬品医療機器総合機構）より2015年8月にVSBの薬事承認が下り、2016年9月に保険適用の見込み
である。
本発表では、当科でVSB埋め込み手術を施行した12症例の治療成績について報告する。

対象と方法
対象は、当科でVSB埋め込み手術を施行した12症例（男性9例、女性3例、年齢42歳〜71歳、平均年齢64歳）で
ある。全例、VSB手術前に真珠腫性中耳炎に対する鼓室形成術後を施行されていて、外耳道後壁削除型の手術後
が8例、外耳道後壁保存型の手術後が4例であった。11例では正円窓窩にFMT（Floating Mass Transducer）の埋
め込みが行われ、残り1例では正円窓窩の骨化により前庭窓へのFMT埋め込みとなった。正円窓窩が狭く、RWC
（Round Window Coupler）を使用した症例が5例、RWCを使用しなかった症例が7例であった。
音場閾値検査で250 Hzから8000 Hzまでの7周波数で気導聴力の測定を行い、手術前（裸耳もしくは補聴器装用

下）、手術後（裸耳もしくはVSB装用下）で閾値を比較した。手術後VSB装用下での各周波数での利得を算出する
と同時に、術前の補聴器装用下（ベストフィッテイング時）での利得との比較を行った。語音聴力については、
音場語音明瞭度検査を静寂下で70 dBHL（80 dBSPL）、60 dBHL（70 dBSPL）の呈示音圧で行い、手術前（裸
耳）と手術後（VSB装用下）での正答率を求め、その変化量を算出した。同様に、雑音下での正答率を手術前
（裸耳）と手術後（VSB装用下）で比較した。また、語音了解閾値検査を静寂下および雑音下に行い、それぞれの
条件下での了解閾値およびSN比を手術前（裸耳）と手術後（VSB装用下）で比較した。安全性の評価では、手術
操作およびVSB装用による中耳・内耳機能への影響を検討するため、手術前後で裸耳による純音聴力検査を施行
し、500 Hz-4000 Hzの各周波数で気導聴力および骨導聴力の測定を行い、変化の有無を検討した。
手術後の聴取能が安定した時点で2D-CT撮影（0.625 mm slice）を行い、Zio-station®を用いて3D-CT画像を構築
した。FMTの長軸を決定し、正円窓膜との角度を測定することで両者の連結状態を数値化した。VSB装用下での
Vibrogram閾値と純音聴力検査における骨導閾値の差（V-B閾値）が、VSBの振動効率を鋭敏に示す聴取能となる
ことから、FMT角度とV-B閾値との相関を検討した。
結果
１）聴力成績（手術後20週）
音場閾値検査における各周波数での閾値を見てみると、手術前（裸耳）は250 Hzは62.7 dB、500 Hzは70.5 dB、

1000 Hzは69.6 dB、2000 Hzは66.4 dB、4000 Hzは74.6 dB、8000 Hzは68.2 dBであった。手術後（20週でのVSB
装用下）は250 Hzは48.6 dB、500 Hzは38.2 dB、1000 Hzは29.1 dB、2000 Hzは27.7 dB、4000 Hzは38.6 dB、8000
Hzは53.6 dBであった。いずれの周波数においても、手術前後の気導聴力に統計学的な有意差（p<0.001）が確認
された。各周波数での手術後20週におけるVSB装用による利得は250 Hzは14.1 dB、500 Hzは32.3 dB、1000 Hzは
41 dB、2000 Hzは38.6 dB、4000 Hzは35.9 dB、8000 Hzは14.6 dBであった。
音場語音明瞭度検査における静寂下での67-Sの正答率を見てみると、60 dBHLでの呈示では、手術前（裸耳）は

44 %、手術後（20週でのVSB装用下）は85 %、70 dBHLでの呈示では、手術前（裸耳）は71 %、手術後（20週で
のVSB装用下）は78.6 %であった。手術前後の語音聴力に統計学的な有意差（p<0.001）が確認された。音場語音
了解閾値検査における了解閾値の検討では、静寂下では手術前（裸耳）の閾値は54.9 dB、手術後（20週でのVSB
装用下）は23.3 dB、雑音下での了解閾値の測定から得られたSN比は、手術前（裸耳）が4.2 dB、手術後（20週で
のVSB装用下）は－5.6 dBであった。
２）FMTの3D-CT画像解析

V-B閾値は15 dBから31.7 dBの範囲に、FMT長軸と正円窓膜の角度は36.9°から83.9°の範囲に、それぞれ分散
していた。V-B閾値とFMT角度の両者間には負の相関が確認された（相関係数0.36、P=0.049）。　
考察

12症例の手術前（裸耳）と手術後20週（VSB装用下）での音場閾値の比較では、250 Hz-8000 Hzの全ての周波
数で統計学的に有意な改善が確認された。特に、1000 Hz-4000 Hzの中音域〜高音域での音場閾値の改善が著明
で、変化量は各周波数において35–40 dBに入った。また、語音聴力検査においてVSB装用下で極めて良好な成績
が得られたが、中音域〜高音域での利得が最大になるというVSBのシステム特性を大きく反映していると考えら
れた。手術後20週以降の聴取能もほとんどの症例で安定していた。
欧米では感音難聴および伝音難聴、混合性難聴に対するVSB手術の治療成績の集積・解析が進み、短期、中・

長期のいずれにおいても良好で安定した聴取能が確認されている。当科でVSB埋め込み手術を施行した12症例で
も、手術後4年以上経過した2症例、3年半以上が経過した6症例、3年以上が経過した4症例のいずれにおいても、
安定した治療成績が維持されている。
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Trends and current status of VSB in Europe

WD Baumgartner
ENT Department University of Vienna, Austria

ENT Karolinska Institutet Hospital, Sweden

The Vibrant Soundbridge semiimplantable hearing system is indicated in sensorineural hear-
ing loss in regular ossicular chain, as in ossicular chain disruption, or combined hearing loss. 

Since it’s very first implantation in summer 1996 by Hugo Fisch in Zurich, thousands of adult
and pediatric patients were implanted successfully.

The concept of the FMT (Floating Mass Transducer), desigend in the early 1990ies by the in-
ventor Geoffrey Ball, was originally intended to be placed in various positions in the middle ear. 

Because oft he European study trial and the FDA studies in the 1990ies and the surgical pro-
cedure as established by Prof. Fisch the long process of the incus was for a decade the target
of fixation. 

From 1996 to 2005 nearly all surgeries used the recommended fixation onto the long process
of the incus. 

In May 2005 Vittorio Colletti introduced the round window coupling first time in Verona.
Since then, a lot of surgeons in different countries established various fixation locations, as orig-
inally intended by Geoffrey Ball. 

Now we can compare different locations of fixation of the Floating Mass Transducer (FMT)
in different anatomical regions as for example the long process of the incus, round window, oval
window or promontorial fenestration. 

In November 2014 the recent Vibrant soundbridge 503 war introduced by Maurizio Brabara
in Rome. 

The Soundbridge 503 is fully MRI compatible including 1.5 Tesla and has a new coupler sys-
tem.

These new coupler ease the surgical procedure and make surgical data better comparable
and the surgical procedure teachable. Since November 2014 we also can fix the FMT on the
SHORT process of the incus. This makes the surgical procedure even more easier, with the
same outcome and audiological performance for the patient. 

At the moment about in more than 50% of all VSB surgeries the FMT ist coupled (fixed) onto
the SHORT process oft he incus.

As European experience the new Vibrant Soundbridge surgery is a safe and reliable method
of hearing rehabilitation which gives significant benefit to the patients hearing performance. 

Future developments will appear to further improve the direct coupling process and to fur-
thermore ease the surgical procedure.
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TMC1 遺伝子変異難聴プロジェクトを担った日本人（耳鼻科医）達

TMC1（transmembrane channel-like 1）遺伝子はその変異が、劣性遺伝難聴DFNB7/11、優
性遺伝難聴DFNA36、deafness難聴マウスやBeethoven難聴マウスなどを起こす原因遺伝子とし
て2002年に報告された。当初、TMC1は他のどの遺伝子にも類似性のない新規遺伝子であった
ため、それがコードする蛋白質共々その機能を解明するべく、その後15年以上にわたり多くの
日本人の耳鼻科医達が研究に携わって来た。2016年現在、TMC１関連総論文数約100編中、実
に18編は日本人が（共）著者である。
研究内容は、ヒトのみならず、自然変異マウス、ENU変異マウス、トランスジェニックマウ

ス、などあらゆる実験系を使い多くの優れた論文が出ている。それらの成果のおかげで、TMC
１蛋白質が内耳有毛細胞に局在しており聴覚において重要な役割を果たしている事もわかって
きたし、マウスモデルでのデータでは遺伝子治療への応用も期待される。
ここで、歴代約９名の日本人耳鼻科医達の壮大な研究成果（と裏話）を紹介しつつ、最新の

知見を現役で研究をされている先生達に解説していただきます。
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