
ッカーという薬が比較的使えますが、
承認外になりますので、その点は注意
が必要です。そのような薬が結果とし
て尿管の拡張作用になり、排泄の促進
効果がある可能性があります。特に痛
みに関しては、尿管のけいれんなどを

抑える可能性がある、痛みに関してメ
リットがあるので、内服薬によって経
過を見るという流れが最近は多いかも
しれません。
　山内　どうもありがとうございまし
た。 日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科教授

大　島　猛　史
（聞き手　山内俊一）

　耳鳴りについて、治療方法、悪化しないための生活上の注意（予防がもしあ
ればそれを含めて）をご教示ください。
 ＜三重県開業医＞

耳鳴り

　山内　そもそも耳鳴りというのは耳
の局所で起こっているものなのか、脳
が絡むのかといったあたりから教えて
いただきたいのですが。
　大島　耳鳴りは、その起源について
はいろいろ言われているのですが、最
近は耳自体よりも、むしろ中枢が起源
ではないかという考えが主流だと思い
ます。
　耳鳴りのメカニズムはまだ完全にわ
かっているわけではありませんが、耳
鳴りの多くの方は難聴を伴っています。
蝸牛からの聴力の信号が中枢に伝わる。
それがかなり小さくなる、あるいは途
絶する。そうすると、中枢聴覚部の抑
制系の活動がかえって低下して、それ
によって中枢の神経に過剰な興奮が生
じるといわれています。これが耳鳴り
のメカニズムです。つまり、耳鳴りは

耳ではなくて、むしろ脳に起源がある
と考えられています。
　山内　さて、その耳鳴りですが、非
常に漠然とした訴えも多いので、もう
少し症状を客観化できないかと思うの
ですが、何か新しい方法はあるのでし
ょうか。
　大島　耳鳴りは、患者さん自身にし
かわからない音の感覚で、患者さんの
訴えも非常に千差万別になります。ま
ずは問診票で、どのような音なのかを
聞き取る試みが広くなされています。
患者さんは、ジーッ、キーン、あるい
はセミの鳴くような音とか、いろいろ
な表現をされるのですが、そういった
ものを患者さんの言葉で聞き取ること
をします。
　あと、なるべく客観的に患者さんの
耳鳴りを評価する方法として、ピッチ
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に耳鳴りがあるからといって、そうい
った薬剤の漫然とした投与は勧められ
ないと思います。
　山内　薬もうまく使わないと治療は
難しいのですね。
　大島　おっしゃるとおりです。
　山内　耳鼻科ならではの治療といい
ますと、どんなものがあるのでしょう
か。
　大島　最近はTRT、耳鳴り再訓練法
と呼ばれる治療法があります。これは
耳鳴りを消失させるのが目的ではなく
て、耳鳴りに対する順応が起きること
で耳鳴りに対する苦痛を軽減させる治
療法になります。
　TRTは音響療法とカウンセリングか
ら構成されています。音響療法という
のは、補聴器、サウンドジェネレータ
ーといった音を出す音響機器ですが、
それを用いることによって耳鳴りを目
立たなくする方法になります。
　TRTは難聴があるかないか、そして
耳鳴りが日常生活にどれだけ支障があ
るのか。それから、聴覚過敏という、
音が響いてうっとうしいという症状も
あるのですが、そういった症状の有無
などによって、行う音響療法というの
は異なります。例えば難聴が全くなく、
耳鳴りの苦痛度も低いような状態では、
こういった音響機器を使わずに、静寂
を避けるように指導するだけでよいと
されています。それに加えてカウンセ
リングを行うのです。

　難聴と耳鳴りには非常に深い関係が
あって、聞こえの悪い方の約７割に耳
鳴りが伴うとされています。難聴のあ
る方に対しては、補聴器を用いて難聴
による聴覚信号の入力低下を補うこと
によって中枢での抑制機能をまた働か
せる。それによって中枢での過剰な活
動を抑えることができます。また、補
聴器から背景雑音が入ることによって
耳鳴りの高度率を下げることが期待さ
れます。
　山内　予防にも絡むのかもしれませ
んが、基本的には静寂を避けることが
治療的予防法にもなると考えてよいの
ですね。例えば、音楽などはあったほ
うがいいのですね。
　大島　僕はそう思います。聴覚には、
その感度を環境信号のレベルに応じて
調整する機能があります。例えば、聴
力検査をするような防音室に入ると、
健康な方でも耳鳴り、キーンというよ
うな耳鳴りを感じるのです。
　これは聞こえの感度が極度に増幅さ
れた状態になったからです。耳鳴りを
軽減させる基本は静寂を避けることだ
と思います。そのために、例えば好き
な音楽を、小さいボリュームでいいと
思いますが、聴いて、それで静寂を避
けることにしてもよいと思います。
　山内　一つには関心がほかにいくと
いうのも加わるのでしょうね。
　大島　そのとおりです。
　山内　逆に、騒音もよくはないので

マッチテスト、ラウドネスバランステ
ストという方法があります。それは患
者さんにいろいろな音を聴かせて、自
分の感じている耳鳴りと比較してもら
い、耳鳴りがどういう周波数を持って
いるか、あるいはどれくらいの強さな
のかをその検査によって知ることがで
きるのです。
　山内　結局のところは周波数ですか。
耳鳴りの周波数をある程度同定するこ
とで、治療と絡めることができるよう
になってきているのでしょうか。
　大島　耳鳴りの患者さんの感じる周
波数によって治療法が変わることはな
いと思います。
　山内　まだそこまではいっていない
のですね。ただ、少し客観化できるよ
うになってきているのですね。
　大島　そのとおりです。
　山内　質問にある治療方法あるいは
予防法ですが、まず治療からうかがい
ますが、具体的にはどういった治療か
らなされるのでしょうか。
　大島　患者さんにとって耳鳴りは非
常に辛い症状になります。患者さんは
特に、自分のこの耳鳴りがどういう原
因で生じているのか。そして、これか
らこの耳鳴りはどのようになっていく
のかがわからない。それがとても不安
で、さらにそれが苦痛になってしまう
状態になっています。
　この耳鳴りについてしっかりと説明
をして、患者さんに正しく理解しても

らうことが改善につながります。患者
さんによっては、しっかりとした説明
をすることによって、それだけでも改
善が見られることが少なくありません。
こういったカウンセリングというのは
耳鳴りに有効であることが示されてい
るので、逆に「耳鳴りは治りませんよ。
耳鳴りはだめです」などと、安易に言
ってしまうと、患者さんは絶望感を持
って、さらに悪化したり、あるいはほ
かの医療機関を渡り歩いてしまうこと
にもなります。
　山内　メンタルがかなり絡んでいる
病態ですね。
　大島　そのとおりです。
　山内　薬物療法でも、ある程度メン
タル系の薬も入ってくると考えてよい
でしょうか。
　大島　実際に臨床では耳鳴りに対し
て多くの薬物が使用されていると思い
ます。ただ、薬物療法については、耳
鳴りそのものを消失させるというエビ
デンスはありません。それでも内耳の
機能の改善を期待して、ビタミン剤と
か血流改善薬を投与したりすることは
あります。
　また、患者さんの心理的苦痛、これ
は不安とか抑うつと関係しているので
すが、抗不安薬とか抗うつ薬が耳鳴り
による苦痛を改善させる可能性はある
と思います。実際に使われています。
ただ、それらの有効性を示したエビデ
ンスレベルの高い研究はないので、単
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に耳鳴りがあるからといって、そうい
った薬剤の漫然とした投与は勧められ
ないと思います。
　山内　薬もうまく使わないと治療は
難しいのですね。
　大島　おっしゃるとおりです。
　山内　耳鼻科ならではの治療といい
ますと、どんなものがあるのでしょう
か。
　大島　最近はTRT、耳鳴り再訓練法
と呼ばれる治療法があります。これは
耳鳴りを消失させるのが目的ではなく
て、耳鳴りに対する順応が起きること
で耳鳴りに対する苦痛を軽減させる治
療法になります。
　TRTは音響療法とカウンセリングか
ら構成されています。音響療法という
のは、補聴器、サウンドジェネレータ
ーといった音を出す音響機器ですが、
それを用いることによって耳鳴りを目
立たなくする方法になります。
　TRTは難聴があるかないか、そして
耳鳴りが日常生活にどれだけ支障があ
るのか。それから、聴覚過敏という、
音が響いてうっとうしいという症状も
あるのですが、そういった症状の有無
などによって、行う音響療法というの
は異なります。例えば難聴が全くなく、
耳鳴りの苦痛度も低いような状態では、
こういった音響機器を使わずに、静寂
を避けるように指導するだけでよいと
されています。それに加えてカウンセ
リングを行うのです。

　難聴と耳鳴りには非常に深い関係が
あって、聞こえの悪い方の約７割に耳
鳴りが伴うとされています。難聴のあ
る方に対しては、補聴器を用いて難聴
による聴覚信号の入力低下を補うこと
によって中枢での抑制機能をまた働か
せる。それによって中枢での過剰な活
動を抑えることができます。また、補
聴器から背景雑音が入ることによって
耳鳴りの高度率を下げることが期待さ
れます。
　山内　予防にも絡むのかもしれませ
んが、基本的には静寂を避けることが
治療的予防法にもなると考えてよいの
ですね。例えば、音楽などはあったほ
うがいいのですね。
　大島　僕はそう思います。聴覚には、
その感度を環境信号のレベルに応じて
調整する機能があります。例えば、聴
力検査をするような防音室に入ると、
健康な方でも耳鳴り、キーンというよ
うな耳鳴りを感じるのです。
　これは聞こえの感度が極度に増幅さ
れた状態になったからです。耳鳴りを
軽減させる基本は静寂を避けることだ
と思います。そのために、例えば好き
な音楽を、小さいボリュームでいいと
思いますが、聴いて、それで静寂を避
けることにしてもよいと思います。
　山内　一つには関心がほかにいくと
いうのも加わるのでしょうね。
　大島　そのとおりです。
　山内　逆に、騒音もよくはないので

マッチテスト、ラウドネスバランステ
ストという方法があります。それは患
者さんにいろいろな音を聴かせて、自
分の感じている耳鳴りと比較してもら
い、耳鳴りがどういう周波数を持って
いるか、あるいはどれくらいの強さな
のかをその検査によって知ることがで
きるのです。
　山内　結局のところは周波数ですか。
耳鳴りの周波数をある程度同定するこ
とで、治療と絡めることができるよう
になってきているのでしょうか。
　大島　耳鳴りの患者さんの感じる周
波数によって治療法が変わることはな
いと思います。
　山内　まだそこまではいっていない
のですね。ただ、少し客観化できるよ
うになってきているのですね。
　大島　そのとおりです。
　山内　質問にある治療方法あるいは
予防法ですが、まず治療からうかがい
ますが、具体的にはどういった治療か
らなされるのでしょうか。
　大島　患者さんにとって耳鳴りは非
常に辛い症状になります。患者さんは
特に、自分のこの耳鳴りがどういう原
因で生じているのか。そして、これか
らこの耳鳴りはどのようになっていく
のかがわからない。それがとても不安
で、さらにそれが苦痛になってしまう
状態になっています。
　この耳鳴りについてしっかりと説明
をして、患者さんに正しく理解しても

らうことが改善につながります。患者
さんによっては、しっかりとした説明
をすることによって、それだけでも改
善が見られることが少なくありません。
こういったカウンセリングというのは
耳鳴りに有効であることが示されてい
るので、逆に「耳鳴りは治りませんよ。
耳鳴りはだめです」などと、安易に言
ってしまうと、患者さんは絶望感を持
って、さらに悪化したり、あるいはほ
かの医療機関を渡り歩いてしまうこと
にもなります。
　山内　メンタルがかなり絡んでいる
病態ですね。
　大島　そのとおりです。
　山内　薬物療法でも、ある程度メン
タル系の薬も入ってくると考えてよい
でしょうか。
　大島　実際に臨床では耳鳴りに対し
て多くの薬物が使用されていると思い
ます。ただ、薬物療法については、耳
鳴りそのものを消失させるというエビ
デンスはありません。それでも内耳の
機能の改善を期待して、ビタミン剤と
か血流改善薬を投与したりすることは
あります。
　また、患者さんの心理的苦痛、これ
は不安とか抑うつと関係しているので
すが、抗不安薬とか抗うつ薬が耳鳴り
による苦痛を改善させる可能性はある
と思います。実際に使われています。
ただ、それらの有効性を示したエビデ
ンスレベルの高い研究はないので、単

ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020） （445）  2928 （444） ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020）

2006本文.indd   29 2020/05/14   9:38



しょうね。
　大島　騒音はよくないです。大きな
音を連続的に聴いていると、内耳に大
きなダメージが加わります。そうする

と、それをきっかけにして耳鳴りが生
じることは十分に考えられます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

日本大学病院アイセンター客員教授
島　田　宏　之

（聞き手　池田志斈）

　加齢黄斑変性の治療に抗VEGFが適応になり、以降次々と抗体製剤が開発さ
れています。最新の治療についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

加齢黄斑変性の最新治療

　池田　加齢黄斑変性について質問で
す。いったいどのような病気なのでし
ょうか。
　島田　加齢黄斑変性は、日本では成
人の失明原因の第４位になっています。
これに対して欧米では失明原因の第１
位になっており、中高年の方にとって
はたいへん問題となる疾患です。
　長く目を使っていると黄斑部、物を
見る網膜の一番大切なところにだんだ
ん老化現象が起きて、網膜の深いとこ
ろに沈着物がたまってきます。そうす
ると、そこが低酸素状態になって、そ
れを補おうとして新生血管という出血
しやすい幼弱な血管が侵入してくるの
です。それが加齢黄斑変性です。
　池田　病型が２つあるとうかがった
のですが、どのような病型なのでしょ
うか。

　島田　一つは滲出型といって、先ほ
どお話ししましたように新生血管が黄
斑部に出てきて、そこに出血する病気
をいいます。これは日本人に多いタイ
プです。これに対して、加齢に伴って
自然に網膜が萎縮してくるタイプを萎
縮型といい、これは白人に多い疾患で
す。
　池田　日本人は滲出型が多いという
ことで、滲出型についてうかがいたい
のですが、どのような治療が行われて
いるのでしょうか。
　島田　現在、治療の第一選択は抗
VEGFといって、新生血管を退縮させ
るような薬剤を目の中に注射する方法
が行われています。これには２つあり
まして、一つはラニビズマブ（遺伝子
組換え）、もう一つはアフリベルセプ
ト（遺伝子組換え）、この２剤が認可
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