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Abstract

′nlerearemanykindofhearingdisorder.Somediseasescauseanirreversiblehearingloss,but

middleeardiseasesarepossibletoimprovehearingbythesurgicaltreatment.ItisveryImportant

todiagnosethecauseofthehearinglossh･omthelocalfindings,audiometricexam inationand

imagefindings.Thisleadsustoadopttheadequatesurgicalprocedureforhearingimprovement.

Nowwereviewedthesesurgicaltechniquesincludingmyringoplasty,ossicularreconstruction

andstapessurgeryandtheirindication.

CurrentlytheresultofsurgiCaltreatmentisrelativelygoodandsuccessfulrateofhearingis

70-80%.Ithadbeenimprovedcomparedwi仇10yearsago,Fu仙 erinthefuturef♭rimprove-

mentofhearing,weshouldimprovethestabilityofthereconstructionmaterial.Atthesametime,

wehavetoconsideraboutpatientswhocouldn'tgettheaeratedmiddleearcavity.Itisimportant

thepreventionofsevereotitismediabecauseitcouldleadsoseverehearingloss.Wewouldlike

tochallengetoobtainthebettersuccessfulrateinthefuture.
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は じ め に

ヒトの聴覚は聴覚伝導路のいずれが障害されて

も難聴をきたす.音は外耳から鼓膜,耳小骨 (ツ

チ骨,キヌタ骨,アブミ骨)を経て増幅され内耳

へ伝えられる.内耳へ伝わった振動は蛸牛で電気

信号に変換され中枢へ情報が伝わる (図 1).内耳

への音を伝える仕組みを中耳伝書系というが,こ

れらの障害は,手術により改善できることが多い.

ここでは,難聴の診断と中耳伝音系の障害,その

改善のための手術治療について述べる.

難聴の診断

純音聴力検査は基本的な聴力評価を行う自覚的

検査である.この検査では気導聴力と骨導聴力を

測定する.気導聴力は空気の振動が鼓膜や耳小骨

を経て内耳に伝わった聴き取 りであり,通常の日
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難聴治療への取組

内寄道

図 1 中耳しノ)構造

音は外耳道から入り,鼓膜,耳小骨 (ツチJ軌 キヌタ骨,アブミ骨)の振動により

増幅され,蛸牛に伝わる.鯛牢では音の振動を電気信号に変換 し中枢へ音の情報

を伝達する.

常生活での聴 こえとなる.一方,骨導聴力は側頭

部に振動子をあて,側頭骨 を介 して内剛 こ伝わっ

た振動 を音 として感 じとる検査である.したがっ

て骨導聴力は,鼓膜や野中 静など中耳伝書系に障

害があって も内耳に問題がなければ保たれる.

中野疾患による薙磯は気導聴力が悪化していて

も骨導聴力が保たれていることが多い.この場合

聴力検査上は気導聴力と骨導聴力に差(気骨導差)

がみられるが,手術でこれを縮小することにより,

聴こえの改善をもたらすことが可能である.その

ためには,鼓膜所見 CT所見,聴力所見を総合 し

て診断 し,それぞれの病態に見合った術式を選択

することが重要である,

聴力改善手術の種類

中耳猛者系の障害は主に鼓膜の障害,中耳含気

腔の障害,耳小骨連鎖の障害に分けられる.ここ

では,鼓膜の障害 と耳か骨連鎖の障害について,
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それぞれ代表的な聴力改善手術の概要を述べる.

1.鼓膜形成術

鼓膜に穿孔があるも,耳小骨に障害がない場合,

鼓膜の修復のみで聴力改善が得られる,適応とな

る疾患には慢性中耳炎や外傷性鼓膜穿孔などがあ

る.耳内からのアプローチにより低位聾で行うこ

とができる手術で,施設によっては冒帰 りも可能

である.実際の方法を図 2に示す.耳鏡で野内を

観察 し,鼓膜穿孔縁を弱萄針などで新鮮化する.

その後,耳後部から採取 した皮下結合組織を鼓登

内に挿入し広げる.最後にその結合織を持ち上げ,

穿孔縁に密着 させてフィブリンの りで固定する.

その後穿孔縁から結合組織を台座に上皮組織がの

びて約 1か円で穿孔は閉鎖する.鼓膜穿孔閉鎖率

は88%と良好な結果を得ている1).

2.鼓室形成術 (耳小骨再建術)

耳か骨連鎖に欠損やずれなどが生 じた場合,気
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立 下 結 合 組 織

鼓は要子L

図2 鼓膜形成術

鼓膜の穿孔縁を弱噂針などで新鮮化する,皮ド結合組織を鼓室内に挿入し広げる.

最後にその結合組織を持ち上げ,穿孔縁に密着させてフィブリンのりで固定する.

骨導差がある難聴を望する.これ らに対 しては耳

小骨の再建により聴力改善が得 られる.対象疾患

は慢性中耳炎や裏珠感性中耳炎など炎症性疾患の

他,外傷性耳小骨離断,先天的な耳小骨異常であ

る中耳奇形など多岐にわたる.耳小骨再建はその

病態に応 じて適切に再建方法を選択する必要があ

り,その種類の基本は日本常科学会より伝音再建

の分類方法として詳細に提唱 されている2).再建

材料に求められる条件 として,生体への適合性が

高 い こと,感染をきたしにくいこと,組織を障害

しないことなどがあげられる 3).人工耳小骨 を主

に用いている施設 もあるが,異 物 反応による排出

の リスクがある.我々は自家材料を使用 している.

実際には残存耳小骨や皮質骨,耳介軟骨などを適

切な大 きさ,形に形成 し使用 している.選択頻度

が最 も高い耳小骨再建術 Ⅲ巨M (アブ ミ骨上部

構造とツチ骨を連鎖 させる再建方法)の実際を図

3に示 した.図のようにキヌターアブ ミ関節が離

断 していた場合,キヌタ骨 を摘出 し,ツチ骨 とア

プ ミ骨 をつなぐ適切な長 さ (2mm程度)に削 り

なおす.アブ ミ骨の骨頭にはまる溝 とツチ骨には

まる満 (1mm程度)を掘 り,アブ ミ骨,ツチ骨の

閥に挟み込んでフィブリンの りで固定する.

最近の聴力成功率はⅢ,Ⅳ型合わせて,71%と

比較的良好な成績が得 られている.また手術手技

の改良を重ねた結果,且0年前に比べて成績は向上

している隼

3.アブミ骨手術

耳小骨連鎖の障害の中で,アブ ミ骨の固着が認

められる場合は,上記の耳小骨再建手術では対応

ができない.アブ ミ骨の固着をきたす病態 として

は,後天性の進行性難聴をきたす耳硬化症や先天

性アブ ミ骨固着症があげられる.このような障害

に対 してはアブ ミ骨手術を行 う (図 4).経外耳道

的なアプローチにより外耳道皮膚に切開をおき,

鼓膜 を拳上 し鼓室内の視野 を得 る.アブ ミ骨底板

の固着を術中に確認 し診断を確定する.その後ア
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ツチ肯

図3 耳小骨再建術mトM

変形 したキヌタ骨を取 り出し,約 2mm程度の高さに削る,またツチ骨とアブミ骨

にはまる溝を握る.適切な形に形成 したのちに,ツチ骨とアブミ骨の間に挟む▲

-- - ≡ 三 千

固着した

アブミ骨

三 三 : - - 千

小開窓 テフロンピ訃 ン

図4 アブミ骨手術

アブ ミ骨底板の固着を確認した私 アブ ミ骨上部構造を摘出する.アブ ミ骨

底板に0.8mmの小孔を開窓し,最後にテフロンピス トンを挿入しキヌタ骨に

結合させる,

ブミ骨筋腰を切断,アブミ骨上部構造 を摘 出 し,

アブミ骨底板に0.8mmの小孔を開窓 す る.最 後

に 0.6×4mmの テ フ ロ ンピス トンを挿 入,キ ヌ

タ骨に結合する.

ま と め

中耳疾患による難聴は,気骨導差を認めるもの

が多いため,手術による聴力攻寄が 期待できる.
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鼓膜所見,聴力検査,画像検査などを組み合わせ

て難聴の原因を正 しく診断し,適切な手術方 法 を

選択することが重要である.治療成績は向上 して

きており,現在では70-80%程度の成功率が得

られている.今後は更に再建材料の安定性向上の

工夫,中耳腔の食気障害の改善などによる高度中

耳炎症例に対する聴力改善の余地がある.技術面

の向上ももちろんであるが,炎症性疾患そのもの

の予防,治療により中耳炎を重症化させないこと
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も重要である.今後も更なる聴力改善率の向上が

得られるように努めていきたい.
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Abstract

Somediseases仇atcausehearinglosscanimprove仇ehearinglevelbysurgeⅣordmgthera-

py,However,manyotherdiseasesaredifficulttoimprovethehearinglevelbythecurrentmedical

technology,andthatmakescommunicationineverydaylifedifBcultforthesepatients.

Toimprovedifficult-to-treathearingloss,hearingaidsandcochlearimplantationsurgery

havebeendeveloped,刀lelatestadvancesindigitalprocessingtechnologyhaveledtoawider

adoptionofhearingaidsbypatientswi仙 severehearinglosswhoexperiencednobene丘t血.om

conventionalhearingaids.Notonlyanappropriatediagnosisandtreatmentofthehearingloss,

butalsoappropriatehearingaid丘ttingandpreciseevaluationoftheresultanthearinggainarealso

importantfortheotolaryngologist.

Iftheimprovementinhearingwiththehearingaidsispoor,cochlearimplantationsurgerymay

contributetothere-acquisitionofhearingability.

Postoperativehearingabilitytestsarefrequentlyperformedinourdepartment,andtheaverage
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