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旨

メニエール病患者では， ストレスにより血中バゾプレッシンが上昇し，内リンパ襄でバゾプ

レッシンV2受容体が高発現している．その結果,水チャネルAQP2の細胞内取り込みが増加し，
内リンパ腔側での水再吸収障害により内リンパ水腫が生じる．

このようにメニエール病ではス

トレスにより内耳器質障害が生じており，本疾患は心身症の一種として取り扱うべきである．

慢性めまい患者では約70%で不安症とうつを合併し，めまいの重症度と病悩期間は精神疾患の
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重症度と比例する. SSRI/SNRIによる薬物治療は精神症状のみならずめまいの自覚症状をも

改善させる．以上から， めまい治療においては内耳疾患への治療とストレスや合併する精神疾
患への対処を両輪とした治療戦略が重要である．

キーワード：内リンパ水腫，

メニエール病，心身症， ストレス，バゾプレッシン

あることが報告されている2)3)．

はじめに

また， われわれ

は逆に内リンパ嚢手術やゲンタマイシン鼓室内注

心身症とは， 「身体症状，身体疾患において，
その発症や経過に心理社会的因子が密接に関与

し，器質的・機能的障害が認められる病態｣，

入術などの治療により，血中バゾプレッシンが低
下することを報告した4)．

と

Kitaharaらは，経迷路的聴神経腫瘍摘出術の

定義されている．消化性潰瘍，過敏性腸症候群，

際に切除した内リンパ襄組織をコントロールと

気管支喘息， アトピー性皮層炎などがその代表で

して， 内リンパ嚢手術の際に切除したメニエー

ある．心理社会的因子とは一般的にはストレスの

ル病内リンパ嚢の分子生物学的検討を行った5）

ことであり，

6)． その結果， メニエール病内リンパ嚢ではバゾ

ストレスは一方で不安症やうつなど

の精神疾患の原因ともなる．

めまい患者にストレ

プレッシンのV2受容体の発現が増加し, V2受

スに起因する不安症や抑うつを合併することは良

容体刺激によるcAMPの活性化がコントロール

く知られた事実である．本稿ではめまいの代表疾

と比べ冗進している事，

さらにV2受容体にリン

患であるメニエール病において， ストレスがメニ

クする水チャネルであるアクアポリン2(AQP2)

エール病の内耳病理である内リンパ水腫を引き起

の発現が増加していることを報告した．

また，

こすメカニズムを中心に， めまいにおける心身相

ヒト内リンパ嚢組織培養系において, AQP2は

関に関して概説する．

バゾプレッシン刺激により内リンパ腔側から基

底側へ移動し，細胞内でエンドゾームに取り込
まれることが判明した6)．

メニエール病

ストレス下での内リ

ンパ組織における水関連分子の動きをまとめる
1．

と，

メニエール病とストレス

メニエール病患者では血中バゾプレッシン

メニエール病のめまい発作増悪の誘因として転

(AVP)の上昇と内リンパ嚢におけるV2受容体

勤や配置換え，新たに生じた人間関係などストレ

の発現増加を認め, V2受容体を介したcAMP‑

スフルなライフイベントが挙げられる．われわれ

PKAの活性化が引き起こされる．

の検討では，難治性メニエール病の40%,60%で

AQP2が管腔側から細胞内に移動， エンドゾー

その結果，

これ

ムに取り込まれるため水の再吸収が阻害され，

らは罹病期間の長期化や疾患の重症化と相関して

管腔側での水の貯留，すなわち内リンパ水腫が

いた')．

形成されると考えられる

それぞれ神経症傾向抑うつ傾向がみられ，

メニエール病患者では強いストレスによ

り神経症や抑うつ状態が引き起こされ， その結果

以上から，

（図l).

ストレスが内耳の器質異常としての内

メニエール病の発症や重症化に関与している可能

リンパ水腫を誘導し，

性が考えられる．

は悪化因子となっていると考えられる．実際，動

メニエール病の原因あるい

物実験においても内リンパ嚢閉塞モデルにバゾプ
2．バゾプレッシンを介した内リンパ水腫発症の

レッシン投与を組み合わせることで最も効率良く，

メカニズム

かつ高度に内リンパ水腫が形成されることが報告

メニエール病ではストレスホルモンとして知ら

されている7)．心理社会的因子によるストレスは内

れているオキシトシンやバゾプレッシンが高値で

耳に内リンパ水腫＝器質的異常をもたらし． メニエ
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図1

スI､レス ￨､ における￨ﾉ1リンパ'進水IMI迎分rの助き

メニエールリ,叩忠荷ではlil' ￨ 'バゾプレッシン (AVP)のけIと内リンパ'炎におけるV2受容体
(V2R)の発現叩hl lを!忠め、 V2受'谷体を介したcAAIP‑PKAのh時,￨'￨2化が'jlき1浬こされる．

そのﾎ,'iML, AQl)2が￨ﾉ､lリンパIIM1llから lll llalﾉ1に稚肋, en(Ios()meに取り込まれるため水のll}
吸収がⅡ',ifされ、 ｜ﾉ､Iリンパ腱illllでの水のlli:冊、すなわち￨ﾉ､lリンパ水1mが形成される．
一ルリI苅は心身ﾘ,1:の一価であると琴えられる8）

されてきたが，逆に水分をil付し、

ストレスによ

3．ストレスメカニズムから見たメニエール病の

ニエールリI)jを冶療する試みも報i'iされている15) .

り贈IⅡしたバゾプレッシンを低￨､ させることでメ

消化'￨ ￨識鳩の治療の一蝿として, PPIJPH2ブロ

治療

メニエール瓶を心身症としてとらえると，

その

ッカーでIIW腱分泌を＃ll制するとともにストレスコ

治療では必然的に内j‑I器質障害に対する治療とと

ントロールを脂導するのと￨ ' il様，

メニエール病で

もに、 そのL流にあるストレスへの対処が重嬰と

も￨ﾉ1耳の器硬障歸に対する治療と合併するストレ

なる． めまいに対する泊療として抗めまい錐やゲ

スに起￨大￨する糀神疾蝉の治療をIIIj輪とした治療ス

ンタマイシン鼓室￨ﾉ1投与9）が行われ、

￨､ラテジーが重嬰である．

｜ﾉ1リンパ

水脈に対する泊療として浸透u皇利I収庁'1であるイゾ
ソルビドの抵与. 10)や内リンパ襄丁術''）が行わ
れている．

慢性めまい

いずれの治療も単独で尤全にメニエー

ルリI)jの病勢を抑えることは￨水￨靴である． その'流

′￨妙 ￨牛めまい忠者ではその70％でｲﾐ安症とうつ

にあるストレスに対する対処法として，合併する

のIIIj音を合1jiしており， めまいの重症度やりI)j悩期

不安ﾘ,1:やうつに対する錐物療法．粘神旅法の順!要

￨Ⅱ￨は精神疾忠のITW,ii度と比19'lしている14).慢性

性は心lkl性めまいにおける不安ｿiiやうつへの対処

めまい忠什の治療に際しては, HospitalAnxiety

の重要'￨ゾtと何ら変わりはない12)‑14).

DepresSionScale (IIADS)などの￨ﾊi診県を川い

また，

メニ

エール病の生活脂導として体液量を減らし￨ﾉ､lリン

て抑うつやｲﾐ安状態を両､価し，

これらの合併を認

パ水1mを軽減させる目的で塩分ダイエットが惟奨

めた場合はSSRI/SNRIを! ￨!心とした薬物治療を
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図2

内耳'性めまいに対するSSRIの効果

治療抵抗性の内耳性めまい患者（病悩期￨ﾊl平均19>‑ ll)をSSRIの一種であるフルボ

キサミン200mg/dayで8週￨＃l加療した前後のめまいによるl l常生活支障度およびうつ・
不安スコア(HADS)を示す．全忠者で平均すると, SSRI投与によりめまいによるH
常生活支障度は有意に改善を示した(A).患者をめまい改善群とめまい非改善群に分

けて解析すると， めまい改善群ではうつ・不安スコアも低下していたのに対し (B),
めまい非改善群ではうつ・不安スコアに変化はなかった(C).

行うことでメニエール病を含む内耳性めまいに

リンパ水腫の軽減が認められるかどうかに関して

おいても， めまいの自覚症状が改善する12)‑14）

は，今後の検討が待たれる．

図2はメニエール病，遅発性内リンパ水腫など何
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旨

耳鳴とは， 「外環境から音刺激の欠如した中で青を受容すること」と定義されている．小林

