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2耳鳴について
野々村頼子
新潟大学大学院医歯学総合研究科

耳鼻IIIM喉科・砿頸部外科

Psycho‑somaticinteractioninENT:Tinnitus
YorikoN()N()MuRA

Departme"rofOm/alyngo/Ogy"ea(Ja"(JA/どcAFS"増でひぅMjgara[ﾉh/vers/"
Gra(J"ateS℃伽o/ofハ化(fica/a"(JDe"ra/Sc/e"ces

要

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
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一茶は「夜の霜耳はしんしん蝉の声｣，石川啄木は「遠方に電話の鈴なるのごとく

今日

も耳鳴る悲しき日かな」と耳鳴の苦痛を詠んでいるが，彼らから約，00〜200年経過した現
代でさえ，本邦では未だ約300万人以上の患者が耳鳴の苦痛に悩まされている．
耳鳴は，音源が体内に存在する「他覚的耳鳴」と音源が体内に存在しない「自覚的耳鳴」の

2種類に分けられる． 「他覚的耳鳴」は筋肉や血管に由来する音源が体内にあり，他者が聴診器
やオトスコープなどで聴取できることが多く，原因の特定は比較的容易である．

しかしながら，

耳鳴患者の大部分を占めるのは「自覚的耳鳴」であり， これは体内に音源がないゆえ原因を確
定することが難しい．加えて，症状の把握は本人の向己申告に頼る部分が大きく，診断や評価
にも苦慮する．耳鳴の治療についても，

これまでステロイド製剤，

ビタミンB12, ATP製剤，

漢方などが用いられてきたが，特効薬がないのが現状であった．

しかし，近年，耳鳴の病態解明が少しずつ進むとともに，耳鳴と不安，抑うつなど情動の関
連が報告されるようになった． それに伴い，治療法についても新たな選択肢が増え，指示的カ

ウンセリングと音響療法を組み合わせて行うTinnitusRetrainingTherapy:TRTが考案され，
代表的な治療の一つとなっている．

また，薬物治療としては，抗うつ薬治療などが一定の効果

を示す報告も散見されるようになってきた．

本稿では耳鴫の発生機序と心身相関，治療を紹介するとともに，現在，われわれが進めてい
る臨床研究の一端を紹介する．

キーワード：耳鳴，不安・抑うつ，心身相関，抗うつ薬

耳鳴の発生機序

蝸牛求心性神経線維の自発放電が増加することに
よるものと考えられていた．

そのメカニズムとし

耳鳴は外耳から聴覚中枢に至る聴覚経路のあら

て，蝸牛を満たす内リンパ液のイオン組成，細胞

ゆる部位の障害で生じうる．伝音難聴や感音難聴

膜のイオンチャネルの変化'）などにより内有毛

を発症した患者に耳鳴を認めることはかなり多い

細胞が興奮しやすい状態となり， 自発放電が増加

が，その一方で，難聴がない耳鳴（無難聰性耳鳴）

し耳鴫になる説などが唱えられていた．

を訴える患者も存在し，耳鳴の原因は難聴だけで

末梢発生説では，内耳障害があっても耳鳴を訴え

なく，様々な要因が複合的に関与しているのでは

ない場合や，内耳機能が消失した聾の患者，手術

しかし，

ないかと考えられている．現在，耳鴫の発生メカ

により内耳神経を切断した患者の耳鳴について説

ニズムについては不明な点も多いが，音を受容す

明ができなかった．

る蝸牛を発生源とする耳鳴末梢発生説（蝸牛発生

が提唱されるようになった．

そこで次に述べる中枢発生説

説） と中枢側を発生源とする中枢発生説が唱えら
れている．

･耳鳴中枢発生説と耳鳴神経生理学モデル

聴覚皮質には， 「トノトピックマップ」とよば
･耳鳴末梢発生説（蝸牛発生説）

従来,耳鳴の発生源は音を受容する蝸牛にあり，
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れる音の周波数を表現する地図が存在する．音響

外傷による難聴の動物モデルではトノトピックマ
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知覚・評価
(聴覚･その他の皮質領域）

検知
(皮質下）

感情薮禾安』抑うう）
討(大脳辺縁系"

発生源
(蝸牛）

図1

雑鰄苦痛蕊蕊J
(自律神経系）

耳I鳴の神経生即学的モデル
文献3）

より引用

ツプの再構築と，再構築部位での自発性神経活動

いゆえ，耳鳴を消失させる根治的治療はまだ開発

の増加が報告された2)． そして，

トノトピックマ

されていない．本稿では，現在の耳鳴の代表的治

ップ再構築部位における過剰興奮が，耳鳴発生に

療であるTinnitusretrainingtherapy (TRT)と，

関与しているのではないかと考えられるようにな

研究され始めている新たな薬物療法について紹介

った．

する．

また，不安や抑うつなどの精神的背景は耳

鳴の増悪因子の一つと考えられ, Jastreboffらは
感情と関連深い大脳辺縁系，

自律神経系などの非

･Tinnitusretrainingtherapy(TRT)

聴覚野と聴覚野の神経同期を耳鳴の神経生理学的

TRT治療は，前項で述べたJastreboffらの耳

モデルとして提唱した3)．すなわち，何らかの原

鴫神経生理学モデルを背景とし，指示的カウンセリ

因によって生じた耳鴫に対し，不安や抑うつなど

ングと音響療法を組み合わせて行う．指示的カウン

の負の情動が生じると，大脳辺縁系や自律神経系

セリングでは，聴覚の機能や構造を説明し，耳鳴

が刺激される． そして，耳鳴に対する感受性が高

の治療目標は耳鳴の消失ではないこと，耳鳴と心

まり，通常であれば順応する耳鳴に対して意識が

理的苦痛（不安，抑うつ）の悪循環や，音響療法

向き，耳鳴に対する悪循環が形成されるというも

の概念（難聴などにより減少した入力音圧を補聴器

のである （図l).実際，耳鳴患者の53.4%にう

などによって増やすことで，知覚される耳鳴を減弱

つ傾向を認め4)，

させて，順応できるようにすること）を繰り返し説

うつ病の重症度と耳鳴の苦痛度

は相関する5）などの報告もあり，臨床的に耳鳴

￨川する．

と抑うつの関連性が示唆されるとともに，近年で

はサウンドジェネレーターを使用し，難聴のある耳鳴

は, functionalMRIなどを用いて，耳鳴と非聴覚

では補聴器とサウンドジェネレーターを組み合わせ

野の情動を司る部位（帯状回や扁桃体やなど）の

て行う． 2014年の米国耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

関連が報告されてきている5)6)．

また，音響療法では，難聴のない耳鳴で

(AmericanAcademyofOtolaryngologyHeadand
NeckSurgeryFoundation:AAO‑HNSF)の診療

耳鳴治療

ガイドラインにて耳鳴に対する教育やカウンセリ

ング，補聴器はrecommendとされており，近年
耳鳴のｿ丙態や発生機序が十分に解明されていな

の補聴器人工内耳などの機器の著しい進歩と相
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まって, TRT治療は，

ますます耳鳴治療の中核

癌は大きく，集中力低下や不眠などQOLを低下
させる．未だ発生機序や治療法については確立さ

をなすものになると考えられる．

れていない部分も多い．

当科では，耳鳴とうつ，

精神疾患の方面から耳鳴にアプローチを始めたと

･薬物治療

これまで耳鳴治療については，

ステロイド製剤，

ビタミンB12, ATP製剤，漢方などが用いられてき

ころである．今後，耳鳴についての新たな知見や
抗うつ薬の治療効果について報告していきたい．

たが，エビデンスは乏しく，特効薬がなかった．現
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