
　池脇　難聴についての質問ですが、
きちんとした定義はあるのでしょうか。
　和田　難聴も、生活の質にかかわる
大きな問題ですので、重要に考えてい
ただくのはとてもありがたいことだと
思っています。難聴を大きく分けると、
ちょっと聞き違いをするような軽度難
聴、日常会話が少し困難になってくる
中等度難聴、通常の会話の情報がなか
なか耳に届かない高度難聴、あるいは
重度難聴、このようなレベルに分けて
考えることができます。
　池脇　聞こえづらいというのにも程
度があるということですが、軽度難聴
が時間をかけて進行していくパターン
もあるのですか。
　和田　あります。例えば、老人性難
聴、あるいは加齢性難聴といいますけ
れど、これはゆっくりした変化である
ことは皆さんもよくご存じだと思いま

す。それ以外にも、騒音性難聴という
ものがあり、やはりこれも本人が気が
つかないわずかな変化が積もり積もっ
て、最終的には不自由になってしまう
というものです。急な変化でなくても、
もしかしたら以前と比べて聞き違いが
多いとか、何か気になることがあった
ときに、自分の聴力を耳鼻咽喉科の医
院で測ってもらうことはとても大切な
ことだと思います。
　池脇　そもそも我々は音をキャッチ
して、それが最終的に脳にシグナルと
して入って、音として認識しているわ
けです。そういう耳の解剖学的構造も
改めて簡単に振り返りたいのですが、
どうでしょうか。
　和田　音は、そもそも空気の振動と
いう物理現象です。しかも、極めて微
細な変化であることは理解いただける
かと思います。このような音情報を耳

が聴覚としてとらえて、脳に伝えてい
きます。
　音が外耳道から入ってくると、その
振動が鼓膜を振動させ、鼓膜に連続す
る小さな３つの耳小骨、つち骨、きぬ
た骨、あぶみ骨といいますけれども、
これらの耳小骨を振動させます。そも
そも空気の振動はとても微細な現象で
すから、それを少しでも効率よく伝え
るために、鼓膜がやわらかくキャッチ
します。振動を伝える耳小骨も、とて
も小さいものです。
　この耳小骨、一番奥のあぶみ骨の振
動がさらにその奧の内耳、カタツムリ
の形をした蝸牛に伝わり、ここで振動
のエネルギーが神経の興奮という電気
的なエネルギーに変換されます。つま
り、蝸牛の役割はエネルギー変換器と
考えていただければよいかと思います。
　池脇　人体というのは素晴らしいシ
ステムで音の振動を蝸牛で違うかたち
の信号に変えているのですね。
　和田　そうですね。本当に耳はよく
できていると思います。
　池脇　流れとしては、外耳、中耳、
そして蝸牛、そこから中枢側は神経に
なるのですね。
　和田　はい。耳の構造を役割から大
きく２つに分けると、音の振動を物理
的に伝える部分、つまり外耳および中
耳。それから音を感じる部分、蝸牛お
よび蝸牛神経に分けられます。この経
路の中のどこに病気が起こっても、そ

れに応じた難聴が生じることになりま
すが、音を伝える部分に起こった難聴
であれば伝音難聴といい、音を感じる
部分に起こった難聴であれば感音難聴
というように、分けて表現します。例
を挙げて言うと、中耳炎で起こる難聴
は伝音難聴であり、加齢性難聴あるい
は騒音性難聴などは感音難聴に分類さ
れます。
　池脇　どこで難聴が起こるか。前半
のほうだと伝音難聴、後半の部分だと
感音難聴ということで、それぞれ難聴
の原因が大きく２つに分かれますね。
　和田　そのとおりです。
　池脇　それでは、具体的に難聴の原
因、疾患についてはいかがでしょうか。
　和田　伝音難聴と感音難聴、２つに
分けて考えていただくことはとても大
切だと考えています。その理由は、伝
音難聴は、その場所に病気があること
で振動の伝わりが邪魔されて、その結
果起こる難聴です。ですから、例えば
中耳炎で膿汁がたまっていたり、ある
いは粘膜の腫脹が起こっていたりする
と、それによって耳小骨の振動が妨げ
られ、伝わる音が減ってしまって聞こ
えが悪くなるのです。
　これに対する対策は比較的容易で、
例えば手術等を行い、その振動を邪魔
しているものを取り除いて掃除をすれ
ば、聴力の回復が期待できます。
　池脇　伝音難聴に関しては、中耳炎
等で一時的に通常と違う状況になって

難聴の原因と対処法

筑波大学医学医療系耳鼻咽喉科准教授
和　田　哲　郎

（聞き手　池脇克則）

　難聴の原因と対処法についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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も、手術等でよくなる可能性は十分あ
ると。
　和田　そういうことです。
　池脇　一方で感音難聴はどうなので
しょう。
　和田　感音難聴は、まだまだ現在の
医療水準でも対応が難しい疾患群にな
ります。感音難聴の多くは蝸牛の障害
が原因となって難聴が生じます。蝸牛
における音を感じるメカニズムは極め
て精巧にできており、わずかな振動エ
ネルギーを増幅して、十分な神経の興
奮に変換するのです。このような働き
は現在の医療の水準でも元通りにする
ことはできないのです。
　そうすると、感音難聴は全く対応す
ることができないのかということにな
りますが、感音難聴をさらに難聴が生
じた急性期の病態と、それが固定して
しまった後の状態の２つに分けて考え
ることが、臨床上重要だろうと思って
います。
　池脇　難聴というと、まず頭に浮か
ぶのは突発性難聴で、これは感音難聴
に分類されて、急性期の疾患ととらえ
てよいですか。
　和田　そのとおりです。突発性難聴
は、ある日突然耳が全く聞こえなくな
ってしまう急性の難聴の代表疾患です。
この疾患がとても大切な理由は、急性
期であれば回復の可能性が期待できる。
しかしながら、治療開始までに時間が
かかってしまったケースなどでは、な

かなか回復がみられない例も少なくな
いということから、もし皆さんの周り
で突発性難聴にかかった方がいるよう
な場合には、少しでも早く専門の耳鼻
咽喉科に相談するようにアドバイスい
ただけたらと思います。
　池脇　これは大事なところですね。
具体的に、突発性難聴の治療を教えて
ください。
　和田　突発性難聴に対して、現在、
第一に考えられるのはステロイドの治
療です。それを十分量、決められた期
間だけ計画的に投与するのがスタンダ
ードになっていますので、この治療に
関しては専門の耳鼻咽喉科に任せてい
ただければと考えます。
　池脇　うまく回復すればいいのでし
ょうけれども、先ほど言われたように、
固定してしまった後は、多分本人もお
辛いでしょうね。そういったときにど
う対処するのでしょうか。
　和田　確かに、固定してしまった感
音難聴の場合、それを改善させる、聴
力を元通りにすることは、今の医学で
はかなえられません。しかし、難聴で
困ること、特に言語コミュニケーショ
ンの改善を目的とするならば、それな
りの方法があると考えていただければ
と思います。
　池脇　具体的にはどういう方法なの
でしょう。
　和田　代表的な方法はやはり補聴器
であろうと思います。難聴といっても、

最初にお話ししたように、程度がそれ
ぞれ異なります。多くの方は、難聴と
はいっても、多少なりとも残っている
聞こえの力があります。それを有効に
活用するのが補聴器の役割です。
　池脇　補聴器という言葉が出ました
けれども、老人性難聴で補聴器をつけ
る方も増えました。補聴器は高額なも
のから、いろいろなものがありますが、
何が大事なのでしょう。
　和田　補聴器で大切なのは手間をか
けることです。決して値段ではありま
せん。いまだに補聴器は役に立たない
とお考えの方が少なくないのは残念な

ことですが、その原因の大部分は調整
不足だと我々耳鼻咽喉科医は考えてい
ます。ほかの方のめがねを使っても十
分に見えるようにはならないのと同じ
原理です。めがね以上に補聴器は細か
な調整を繰り返し行っていかなければ、
その人の残っている聴力を有効活用す
る補聴器にならないと考えていただけ
ればと思います。
　池脇　購入して終わりではなくて、
何度も足を運んで自分に合うように調
整してもらうのですね。
　和田　そのとおりです。
　池脇　ありがとうございました。

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第61巻（新年）１月号をお届けいたしました。
※巻頭言には、日本医師会会長の横倉先生から『年頭所感』を頂戴いたしま
した。

※〔新年の展望〕欄には、８領域の先生方に、平成29年度の学会（総会）を
中心に各科領域における最近の動向を踏まえて展望していただきました。

※詰碁さろんは、今月より江面雄一先生に出題いただくこととなりました。
酒井正則先生には、昭和45年より長きに渡りご担当いただきましたこと厚
く御礼申し上げます。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。
※尚、新年号では〔海外文献紹介〕欄は、休載させていただいております。
※2017年も変わらぬご指導（ご支援）・ご鞭撻（ご教示）賜りますようお願
い申し上げます。

後記にかえて
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