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佐藤 く斎) 耳鼻科領域の心身症 と云いますか,心気

神経症の患者さんで,訴えが執言動に続いている人を,輿

奮させた り怒 らせたりしたら治って しまったという荒っ

ぽい治療法があると聞いたことがありますがいかがでしょ

ラ?

伊藤 医学部の患者さんについては聞いたことがあ り

ませんけれども,歯学部の患者さんで,顎がどうしたと

か,歯が痛いとか言っていて,そ ういうところには異常

が無いのだけれども筆触にいろいろ心理的問題があって,

それに直面 して混乱 して暴れたりした後にすっきりした

という症例は聞いたことがあります,その荒扇 ぎい治療

というのは, こちらが乱暴なことをするのではなくて,

患者 さんが情動を激 しく出 したときに,それを認めてあ

げるというか,それを受容 してあげるということです.

情動を出 しきって しまうと気持ちが安定するという現象

はあると思います.

司会 発寮の率で将神科医-の紹介の仕方まで詳 しく

説明 していただきありがとうございました.

うりの患者 さんに抗 うつ剤を治療のために処方 されて

いますけれども,逆をこ,革顔料の患者さんをみています

と抗 うつ剤を使っているがために耳鳴 りがきているとい

うのもあるのですが,こういうのはどうなので しょうか.

伊藤 抗 コリン作用がありますので,その抗 コリン作

周が革鳴 りとどう関係するのかは私は分かりませんけれ

ども,抗 コリン作周の 1つとして耳鳴 りが出る可能性 も

あると思います.抗 うつ斎服こも様々なものがありますの

管,その人に合うもの出 してあげるとか,量を適切なも

のにしてあげるとか,そういう注意が必要かと思います,

司会 それからもう1つお伺い したいのは,先生の科

で取 り扱 う耳鳴の具体的な表現です,どういう音がする

とか,特定なものはありますか.例えば考藤樹の場合は

ミ-ンとかシ-ンとかキ-ソとか,純音に近いような表

現を用いていますが.

伊藤 あまり耳鳴 りの具体的な内容について注目して

調べてはいません し,全額の精神状態をグロ-パルに捉

えるような感 じでやっております,ただ細か く調べてい

くと革鳴 りの具体的な内容,性質と,心理的なもの,鍾

制 しているものと本当は開床 しているとは思いますが,

そこまではまだ手がまわっておりません.

司会 そのあたりが我々としては興味があるところで

すが.ありがとうございました.

それでは最後に,耳鼻科の佐藤斎発生,｢耳鳴の検査

と治療｣をこついて発表 して下さい.

4)耳鳴の検査と治療:耳鳴の評価方法と治療
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写鳴, ピッチマッチ検瓦 ラウドネスバラソス検査,治療

は じ め に

耳鳴の症状のほとんどは自覚的なもので,訴えている

本人にしかわからないため客観的に捕えることがむづか

しい,この点が耳鳴の発生機序の解明および治療を困難

にしている事日本耳鼻咽喉科学会の耳鳴研究会では客観

的な耳鳴評価を目的に標準耳鳴検査法を作成 し問診,検

査に工夫を加えているl)2).今回は当料で行われている

耳鳴検査について説明し結果を供覧する.また耳鳴治療

について文献的に考察する,

対 象 と 方 法

昭和62年から平成 7年までの9年間に当科で耳鳴検査

を行った 151名,200等を対象とした.男性74名,女性

77名で,年齢は7歳から73歳で50歳代にピ-クをもって

分布 した.

Ⅰ. 原因疾患の診断

対象症例の診断は,臨床経過 と神経卑科学的検査,さ

らに画像検査から総合的に行った.すなわち神経耳科学

的検査として純音聴力検査, レクル- トメソト現象に関

適 した検査として S王SIテス ト,自記オ-ジオメ トリ-

を行った.弦馨を伴 う症例では平衡機能検査 (電気眼振

検査 ENG)を行い,中枢性の病変が予測される場合に

は聴性脳幹反応検査 (ABE)を施行 した.画像検査 と

しては耳Ⅹ線検査,さらをこ必要に応 じて,CT,MR王を

行った.

II. 耳 鳴 検 査

耳鳴検査は標準耳鳴検査法19841)に基づいて,1.良

覚的表現の検盈 2.ピッチマッチ検査,3.ラウドネス

パラソス検査の将で行った.

結 果

Ⅰ.原因疾患の診断

耳鳴症例の診断は原因不明の感音難聴が72耳と最も多

く,次いで無難魔性耳鳴3)亜耳,老人性難聴23耳,慢

性騒音性難聴15耳,突発性難聴 8軍手急性音響外傷3耳,

渉出性中耳炎2耳,慢性中耳炎 2耳,その他27耳であっ

た.難聴の型は感音性難聴が最 も多 く1舶 耳,混合性難

聴 8耳,伝音性難聴4耳,正常48耳であった.

ⅠⅠ. 耳鳴検査の結果

1. 自覚的表現の検査

耳鳴側は右46名,左54名,両革98名,不明2名であっ

た.耳鳴の音を自発的に表現させると ｢ジー｣が最 も多

く70耳 持5%)あり,次いで ｢キ--ソJ60耳 (So鋸)管

あった (固 ま).

2. ピッチマッチ検査

純音オ-ジオメ-タを用いて 7周波数の純音またはバ

ソドノイズ,あるいはホワイトノイズを塁示 し革嶋がど

の音に最 も似ているか答えてもらい,耳鳴の高さ,ピッ

チを測定 した,その結果,純音が多 く,なかでも 8,0弼

抱 が68耳 (34%)管,次いで純音 4,000重患 が28耳 (14

%)と高音性の革嶋が多かった (図2).

3. ラウドネスバランス梗塞

ピッチマッチ検査で草鴨のピッチを推定 した後にその

音を用いて耳鳴の大きさ,すなわちラウド'ネスが聴力域

値上何デシベルあるか測定 した (sensationaHeve巨SL).

そしり結果域値上 15dt3SL未満の耳鳴が 156年 し80%l上

ほとんどであった. しかし中に 55dBSL,60dBSLの

症例 もみられた,
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図 1 耳鳴の自覚的表現
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図 2 ピッチマッチ検査の結果
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図 3 ラウドネスバラソス検査の結果

考 察

耳鳴の原因および憲任病巣は,いまだに不明である.

近年の研究によって蝿牛有毛細胞の機能が解明されるに

つれ,耳鳴の発生機序との関連が推察されている隼 し

かし末だ議論の余地があり,原因がわからないため治療

法の開発も遅れている .

--方これまでにも軍略の抑制に有効であると考えられ

ている薬剤がいくつか挙げられており,耳鳴検登は,そ

うした薬剤の効果を客観的に判定するのに用いられてい

る.卑嶋は多 くは感音難聴に伴ってみられたが,純音聴

力検査上難聴がないのに革嶋を訴える無難聴性耳鳴3)ち

感音難聴をこ次いで多かつた.耳鳴側は両側性と-側性が

ほ ほ 同 数 で あ った,一方今回は,対象症例の中にみられ

なかったが,患側を特定できず頭の率に音を自覚する頭

鴫も報告されている,これまでの所耳鳴と明らかに区別

する点はないが,高齢者に多いことから加齢をこ伴 う何ら

かの退行性変化が推測されている5)甲耳鳴の自覚的表現

はジー,辛-ソが多かったが, ピッチマッチ検査でも高

音性の革鴫が多いことが示された.ラウドネスバランス

検査の結果 50dBSL以上の症例 もあり,耳鳴に苦 しん

でいる様子がうかがわれた.

現在の所, 必ず琴嶋を完全に消失させることが期待で

きる治療法は,ほとんどないといって鮎過言ではない.

しかし耳鳴は一生治らないと患者さんに宣告することは

琴鴨を増大させこそすれ 決 してよい治療効果はあがら

ない▲ したがって治療の目標を,｢耳鳴を忘れている時

間が濃 くなる.琴鴫が柔らかくなる.気に障らなくなる.｣

という点に設窪する.そ してその意味で治る可能性のあ

る疾患であると説明すると良いとされる6).さらに耳鳴

を訴える背景に不眠や革鴫がなにか致命的な疾患の教侯

ではないかという不安がある場合もある.そうした場合

不眠や不安の解消は耳鳴の改善に効果がある,

革嶋の主な治療として,苦痛度の小さいものには説得

療法が有効とされる.感音難聴に伴い,苦痛度が大きい

場合には原疾患の治療を含む薬物療法7)~桝 ,さらには

マスカ…療法‖)12㌔ バイオブイ- 卜1バック療法13)など

が知 られている一薬剤には内革機能を改善 し耳鳴を治療

しようという薬剤と耳鳴を抑制する効果があると考えら

れている薬剤とに分かれる.内耳機能を改善する薬剤に

はビタミン剤,循環改善剤,代謝賦活剤があり具体的に

は,ビタミン B12,カリジノゲナ-ゼ,ニコチン酸,ATP

がよく用いられる.

一方耳鳴を抑制する効果があると考えられている薬剤



耳 鳴 り

には抗てんかん薬,局所麻酔薬,筋弛緩薬,抗不安薬,

抗 うつ薬,ステロイ ドがある7).革鴨の治療に使われる

抗てんかん薬にはカルバマゼピン,フェニ トインナ トリ

ウム9)がある.耳鳴が聴覚路の異常輿蘭によって生 じ

ているとの考えから使用され効果が上がっている.局所

麻酔薬では特にリドカインが考嶋の治療によく用いられ

る即.投与方法には静注する方法と直接敦賓に注入する

場合とがあり, リドカインの静注療法では2%リドカイ

ンを男性 60mg,身性 40m宮を20%ブ ドウ糖 20ccに

溶いて緩徐に静注する.耳鳴の抑制機序については未だ

不明であるが革鳴症例全体でみると約 6割の症例で有効

であるとされている.琴鴨の押詰u効果の持続時間は数分

から30分と短いが患者さんにとってぼ耳鳴が抑制できる

ものであるということは大きな意義がある,筋弛緩薬 も

有効とされ 塩酸エペゾリン,塩酸チザニジンなどが,

特に肩こりの強い症例で周いられる.心因の関与が強い

場合には抗不安薬や抗 うつ薬も用いられる.ステロイド

は現在急性感音難聴に効果があると考えられ 最 も多 く

使われている薬剤の 1つで,突発性難聴のような急性の

内考障害に対 しては内服や点滴で全身投与されるiO)中

耳鳴が環境音の聴取によって聞こえなくなる,すなわ

ち遮蔽 されることは古 くから知 られているが,その点に

着目して耳鳴近似音を人工的に作 り出 Lて耳鳴を軽減さ

せようという試みをマスカ-療法という.-敏的には専

周の器械を用いて 1回2時間音を聞 くことで革鴨の抑制

が期待できるとされる11)12).雑音を聞いている問耳鳴

が聞こえなくなる遮蔽と,遮蔽音を聞 くのをやめてから

耳鳴が消失する residuaHnhib出om という2つの効莱

がある.また二墾亀の発症にストレスや筋緊張の関与が強

いと考えられる症例では,筋電図バイオブイ- ドバック

によって ljラックスをはかることもある13).

以上耳鳴の評価方法の目的と実際,治療についてまと

めた▲耳鳴の治療は種々の要因が関与するので大変困難

な場合が多いが,革鴫という疾患を相手にするだけでな

く,患者さんと正面から向き合い治療することが重要と

思われる.
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司会 どうもありがとうございました.ただいまのご

発表に対 して,どなたかご質問ありませんで しょうか,

谷川 我々の科の病気でシスプラチンをかなり大量に

使いまして,難聴と耳鳴 りがかなり起こるのですが,耳

鼻科領域でもシスプラチンはかなり使われると思 うので

すけれども,何か予防法はあるので しょうか.

佐藤 (斎) シスプラチンの難聴 というのはなぜ起こ

るのかというと,嫡牛の外有毛細胞に特異的に働 き,イ

オソチャネルが障害されて難聴が起こるといわれていま

す.卑顔料で癌の患者さんにシスプラチンを使 う場合は

聴力が悪 くなる程までは使わないので,革顔料の車でシ

スプラチンを使った後耳鳴 りが強 くなるというのはない

のですけれども,他の科で は割と多いです.予防的な方

法としては肝庇護割を使 うと,予防的な効果があるので

はないかということが実験的に行われていますが,具体
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的にこういう薬を使 うと難聴が予防できるというところ

までは残念ながらいっておりません.

やは りシスプラチンはかなり問題で,特をこ小児では

neurob王astomaで聴力が落ちて しまって難渋 している

症例がかなりあります.

谷川 ありがとうございました.

司会 動物実験をしますと,外有毛細胞がスキャッタ-

パタ-ソといって,普通,薬剤による内耳障害は基礎回

転からやられていくのですが,そうではなくてぽつぽつ

と聴細胞が抜けていって,それがだんだん広がっていっ

て難聴になるというパタ-ソをとり蜜す.

他をこ何かご質問ござい渡すか一

臨床の現場では頭嶋と革鴨はどうも異なっているよう

ですが,いかがですか?

佐藤 6番) その辺が違 うということが分かりますと,

かなり革鴨の発症 メかこズムの解明に近づけるのではな

いかと思いますけれども,現時点では,まだ頭嶋は患側

が特定できなくて鳴っているというものに留まっており

ます.頭嶋も自覚的な表現なものですから,研究が同様

に遅れている部分があります.治療は耳鳴に準 じて行っ

ております.

司会 頭嶋の分かっている点は老人性難聴に多いとい

うことです.というのは高音障害塾で,両側が同 じよう

に聴力が障害される,同 じパタ…ンですね中同 じ難聴の

型をとっているものが後頭部とか頭の真ん中から音が聞

こえるというようなことをよく表現 します一これに関 し

管,神経内科の佐藤発生いかがでしょうか.頭蓋内の疾

患の場合は深場という私のは起こりにくいのではないで

しょうか.

佐藤 私が今回調べさせていただいた中でも.老人性

難聴ではあるのですが手数料雷に載っているような普通

の病気ではなくて予適 うものではないかと思います.耳

鳴り自体 も中枢神経系の器質的疾患では事実上非常に起

こりにくいもののようです.

司会 -側性 ものが多いのですね,

佐藤 はい,あるとしても一側性です.

司会 拍動性のものが多いのですか.

佐藤 はい.

司会 拍動性で一側性で頑固なものであれば頭蓋内の

疾患を疑ってあるということは大切だと思いますけれど

ち.

髄に弼かご質問ありませんか.

もう1つ,我々からすると治る耳鳴 りと治らない革鳴

りがあるのです.例えば耳硬化症という病気があるので

すが,これは琴鳴 りが発行 して,かなり本人は苦痛に感

じています.これは手術をすれば一発で治ります.この

耳鳴はたぷん内葦液の組成ひいては振動系が変わるため

に起こるのではないかと思いますが,こういう治る耳鳴

りもあります,それから突発性難聴では難聴が治れば,

ほとんどそれに少 し遅れて耳鳴も治 ります.このように

治る耳鳴 もあります し,逆をこ老人性難聴の様に難聴が治

らないものは,耳鳴の方も治らないというようにパラレ

ルな関係になっております.このあたりを突破口にこれ

から研究を進めていきたいと思っています.これについ

て何かコメントあり蜜せんか.

佐藤 (斎) 嫡牛のレベルで耳鳴 りの原因を考えると

すれば,現在有毛細胞を中心にイオンチャネルと細胞内

の救カyドメッセンジャ-についての仕事がされてきて

います,例えぼ り卜'ヵィソとかがどう効いているのかを

解明することが大きな突破口になるのではないかと考え

ています.ただ,難聴が改善すると比較的耳鳴 りも良 く

なるのですが,そうでない場合もあってその辺が臨床的

に難 しいところだと思います.

司会 どうもありがとうございました.鶴にご質問ご

ざいませんで しょうか.ないようですね｡

耳鳴 りのことについて4人の方をにご発表いただいた

わけですが,まだ不明の部分が多い分野です.これをま

とめるということは無理なので,ここで濠とめるという

ことはいた しません.今日のシンポジウムは,活発なご

討議をいただいて大変有意義であったと思います.ご参

加をいただいた皆様のご理解を深めて,これからの診療

の手助けに少 しはなったのではないかと思います.本日

は長時間のご参加ありがとうございました.これかこて閉

会いた します.


