
済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科主任診療科長・聴覚センター長
新　田　清　一

（聞き手　山内俊一）

　難聴を訴えて受診されるも、鼓膜、聴力、音感性などが正常でメンタルな問
題も少ない方で治療に困る場合の対処法をご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

難聴

　山内　新田先生、実際に質問のよう
なケースはあるのでしょうか。
　新田　それほど多くはないのですが、
そういうふうに訴える患者さんは確か
にいます。
　山内　どういうことが考えられるの
でしょうか。
　新田　今こういった訴えをされる方
の疾患概念としては聴覚情報処理障害、
英語で、APD（auditory process ing 
disorder）と略されている概念があり
ます。これは耳の聴力検査で異常はな
いのですが、言葉の聞き取りが悪いと
いった大まかな疾患概念です。
　山内　新しい疾患概念と考えてよい
ですね。
　新田　そうですね。比較的疾患概念
としては新しいです。
　山内　もう少し具体的に、どういっ

た聴力障害と考えられるのでしょうか。
　新田　概念としてはまだ新しいもの
で、我々が医療機関で行っているよう
な耳の検査、聴力検査、これには音の
検査や言葉の検査がありますが、そう
いう検査をやっても正常範囲なのに、
ある場面で患者さんはうまく聞き取れ
ないと訴えるのです。
　山内　聴力が正常でも難聴というの
はなかなかイメージとしてつかみにく
いところがありますが。
　新田　聴力が正常とは、音は聞こえ
ることを表していると思うのです。検
査上の異常がないということですが、
聞き取れないというのは理解できない
側面があるのです。音はわかっても内
容がわからないということを、聞き取
れないとおっしゃっている可能性があ
ります。

　山内　認識能力とか理解能力に問題
があるのではないかと考えているので
すね。
　新田　そういうものもおそらく含ま
れているだろうと思うのですが、本人
自身はそういうものではないと思って
いる方がほとんどだと思うのです。自
分はそういう異常ではないということ
で受診されていると思います。
　山内　少し戻りますが、今の聴力検
査法でカバーできる検査に関してのみ
異常がない、と考えてもよいのですね。
　新田　そうですね。そうなると思い
ます。
　山内　聞こえが悪いというのは、あ
る意味主観的なものですが、現在の検
査法でこの主観による症状を否定する
ことはできるのでしょうか。
　新田　残念ながら現存の検査ではで
きません。
　山内　例えば詐病に関してはいかが
でしょうか。
　新田　なかなかその辺は線引きが難
しいですが、聞き取りづらいことで、
いわゆる疾病利得といいますか、病気
であったほうが本人の生活、社会的に
も都合がいいこともあります。本人が
意識するしないにかかわらず、そうい
った側面がある可能性はあると思いま
す。
　山内　本人にとっては聞こえが悪い
ほうが都合がいいという局面もあるの
でしょうね。

　新田　あると思います。
　山内　学生だと、授業が聞こえにく
いとか、そういったものも出てくると
考えてよいでしょうか。
　新田　はい。含まれると思います。
授業が聞き取りづらいから、この病気
のせいで私は困っているということを、
もしかしたらおっしゃっているのかも
しれません。
　山内　先ほど言葉が理解できないと
いうお話でしたが、例えば少しニュア
ンスが違いますが、日本人はよく英語
のヒアリングができないといわれます。
一方、日本語はわかるわけですね。こ
れは難聴とは違いますが、例えば若い
人たちの言葉が理解できない、のよう
なものも出てくるかもしれません。こ
のあたりの境目というのは何かあるの
でしょうか。
　新田　非常に難しいですね。その方
の理解度や、もっと言うと知能レベル
にも関わってくることですから、なか
なか線引きは難しいですが、どんな状
況、どんな環境で、どういうことが聞
こえないかをしっかり問診・聴取する
ことが一つヒントになると思います。
　山内　これに関しての診断ですが、
まずどういったところに注目されます
か。
　新田　いわゆる聞き取り、聞こえ、
聴力の異常がないかがまず一つです。
あと一つは、先ほど先生もおっしゃっ
たように、理解という面で、例えばお
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済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科主任診療科長・聴覚センター長
新　田　清　一

（聞き手　山内俊一）

　難聴を訴えて受診されるも、鼓膜、聴力、音感性などが正常でメンタルな問
題も少ない方で治療に困る場合の対処法をご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

難聴

　山内　新田先生、実際に質問のよう
なケースはあるのでしょうか。
　新田　それほど多くはないのですが、
そういうふうに訴える患者さんは確か
にいます。
　山内　どういうことが考えられるの
でしょうか。
　新田　今こういった訴えをされる方
の疾患概念としては聴覚情報処理障害、
英語で、APD（auditory process ing 
disorder）と略されている概念があり
ます。これは耳の聴力検査で異常はな
いのですが、言葉の聞き取りが悪いと
いった大まかな疾患概念です。
　山内　新しい疾患概念と考えてよい
ですね。
　新田　そうですね。比較的疾患概念
としては新しいです。
　山内　もう少し具体的に、どういっ

た聴力障害と考えられるのでしょうか。
　新田　概念としてはまだ新しいもの
で、我々が医療機関で行っているよう
な耳の検査、聴力検査、これには音の
検査や言葉の検査がありますが、そう
いう検査をやっても正常範囲なのに、
ある場面で患者さんはうまく聞き取れ
ないと訴えるのです。
　山内　聴力が正常でも難聴というの
はなかなかイメージとしてつかみにく
いところがありますが。
　新田　聴力が正常とは、音は聞こえ
ることを表していると思うのです。検
査上の異常がないということですが、
聞き取れないというのは理解できない
側面があるのです。音はわかっても内
容がわからないということを、聞き取
れないとおっしゃっている可能性があ
ります。

　山内　認識能力とか理解能力に問題
があるのではないかと考えているので
すね。
　新田　そういうものもおそらく含ま
れているだろうと思うのですが、本人
自身はそういうものではないと思って
いる方がほとんどだと思うのです。自
分はそういう異常ではないということ
で受診されていると思います。
　山内　少し戻りますが、今の聴力検
査法でカバーできる検査に関してのみ
異常がない、と考えてもよいのですね。
　新田　そうですね。そうなると思い
ます。
　山内　聞こえが悪いというのは、あ
る意味主観的なものですが、現在の検
査法でこの主観による症状を否定する
ことはできるのでしょうか。
　新田　残念ながら現存の検査ではで
きません。
　山内　例えば詐病に関してはいかが
でしょうか。
　新田　なかなかその辺は線引きが難
しいですが、聞き取りづらいことで、
いわゆる疾病利得といいますか、病気
であったほうが本人の生活、社会的に
も都合がいいこともあります。本人が
意識するしないにかかわらず、そうい
った側面がある可能性はあると思いま
す。
　山内　本人にとっては聞こえが悪い
ほうが都合がいいという局面もあるの
でしょうね。

　新田　あると思います。
　山内　学生だと、授業が聞こえにく
いとか、そういったものも出てくると
考えてよいでしょうか。
　新田　はい。含まれると思います。
授業が聞き取りづらいから、この病気
のせいで私は困っているということを、
もしかしたらおっしゃっているのかも
しれません。
　山内　先ほど言葉が理解できないと
いうお話でしたが、例えば少しニュア
ンスが違いますが、日本人はよく英語
のヒアリングができないといわれます。
一方、日本語はわかるわけですね。こ
れは難聴とは違いますが、例えば若い
人たちの言葉が理解できない、のよう
なものも出てくるかもしれません。こ
のあたりの境目というのは何かあるの
でしょうか。
　新田　非常に難しいですね。その方
の理解度や、もっと言うと知能レベル
にも関わってくることですから、なか
なか線引きは難しいですが、どんな状
況、どんな環境で、どういうことが聞
こえないかをしっかり問診・聴取する
ことが一つヒントになると思います。
　山内　これに関しての診断ですが、
まずどういったところに注目されます
か。
　新田　いわゆる聞き取り、聞こえ、
聴力の異常がないかがまず一つです。
あと一つは、先ほど先生もおっしゃっ
たように、理解という面で、例えばお
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子さんですと発達障害のようなものも
含まれてくる可能性があります。そう
いったところの診断も一つ参考になる
と思います。
　山内　診断のきっかけとして、患者
さんの問診はどういったところが着目
点になりますか。
　新田　パターンとして多いのは比較
的がやがやした雑音の中で何人かとし
ゃべる、集団でしゃべっているときに
聞き取りづらいというパターンが多い
と思いますので、そういうものをしっ
かり聴取することが一つ参考になると
思います。
　山内　雑音が一つのキーワードと見
てよいのですか。
　新田　そうですね。雑音下での聞き
取りが難しいという患者さんが多いと
思います。
　山内　具体的に雑音といっても、工
事現場のような雑音もあれば、わいわ
いがやがやと複数の人の声がするとい
ったものもあるのですが、特にどのよ
うな雑音なのでしょうか。
　新田　いろいろなパターンがあるの
で一概には言えませんが、工事現場な
どの大きな雑音下での聞き取りよりは、
人の声などのわいわいがやがやといっ
た環境で聞き取れないことのほうが多
いという印象は持っています。
　山内　耳鼻科的な立場から見て、雑
音の違いといったものは何かあるので
しょうか。

　新田　なかなか難しい質問ですが、
その辺は正直いうとわからないのが現
状です。
　山内　例えば、最近若い方はヘッド
ホンなどを使う方が多くて、ここから
来る難聴は、オーソドックスな検査で
引っかかる難聴もありますが、少し理
解が悪いといったかたちでの難聴も出
てくると見てよいのでしょうか。
　新田　おっしゃるように最近、若者
にはかなり大きな音量でヘッドホンで
聴くヘッドホン難聴というものが注目
されていて、WHOもかなり注意喚起
しています。もしかしたらそういった
方が、難聴はないのに、雑音下で聴き
づらいとぼちぼち訴え出しているのか
もしれません。そういった方が少し年
齢を重ねると、そういう症状が強くな
ってくる可能性があって、我々として
も注目しているところです。
　山内　静かなところだったら耳鳴り
が出やすいこともよく知られています
ので、高次元のところで何か絡むかも
しれないですね。
　新田　そうですね。蝸牛や聴神経よ
りは、さらに中枢のところの関わりで
はないかといわれています。
　山内　新しい概念ですので、まだこ
れから解析が必要だと思いますが、対
処法はいかがでしょう。
　新田　一般的な対処法になりますが、
聞き取りづらい場面での環境調整が一
つポイントになると思います。先ほど

申したとおり、雑音下での聞き取りが
難しいですから、雑音がなるべく少な
いところ、あとは話者がどういう位置
にいて、どのぐらいの大きさでしゃべ
るか。対面でしゃべっているのか否か。
そういったところを聞きやすい状態に
調整することが、まず第一かと思いま
す。
　山内　そのあたりがある程度はっき
りしてきますと、新しい検査法も出て
きそうな気もいたしますね。
　新田　そうですね。まだまだこれか
らかなと思いますが、我々も考えてい
きたいと思います。
　山内　こういった疾患概念が出てき
たということで、患者さんにとっての
メリットは、どういったものが考えら
れますか。
　新田　どの耳鼻科、病院に行っても、
異常はない、あなたがおかしいのでは
ないかぐらい言われて、患者さんが非
常に傷つくパターンがあると思うので
す。けれども、こういう疾患概念があ
ることで救われる、そういった患者さ
んもいるので、我々はそういったこと
をもう少し分析して、疾患概念として
体系立てていくことが大事かと思いま

す。
　山内　確かに今までですと、あなた
は正常ですと言われて切り捨てられて
いた方が、こういったかたちで救われ
ることは十分あるのですね。
　新田　はい。大いにあると思います。
　山内　最後に、この質問でメンタル
な問題も少ないというのが、一つのキ
ーワードになるのですが、これに関し
てはいかがでしょうか。
　新田　メンタルな問題というのは非
常に難しいですね。ちょっと診察した
だけではわからないメンタルな問題も
あるかもしれませんので、ここは問診
をしっかり取っています。どういう場
面でということも参考になるかもしれ
ませんし、なさそうでも、もしかした
らあるかもしれないことを念頭に置き
ながら我々はいつも診療しています。
　山内　いずれにしても、よく患者さ
んのお話を聞かないとだめだというこ
とですね。
　新田　そうですね。その方の置かれ
ている生活の状況、社会背景などもわ
かると、もうちょっと答えが出てくる
可能性はあるかと思います。
　山内　ありがとうございました。

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021） （35）  3534 （34） ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

2201_HONBUN.indd   34-35 2021/12/08   19:44



子さんですと発達障害のようなものも
含まれてくる可能性があります。そう
いったところの診断も一つ参考になる
と思います。
　山内　診断のきっかけとして、患者
さんの問診はどういったところが着目
点になりますか。
　新田　パターンとして多いのは比較
的がやがやした雑音の中で何人かとし
ゃべる、集団でしゃべっているときに
聞き取りづらいというパターンが多い
と思いますので、そういうものをしっ
かり聴取することが一つ参考になると
思います。
　山内　雑音が一つのキーワードと見
てよいのですか。
　新田　そうですね。雑音下での聞き
取りが難しいという患者さんが多いと
思います。
　山内　具体的に雑音といっても、工
事現場のような雑音もあれば、わいわ
いがやがやと複数の人の声がするとい
ったものもあるのですが、特にどのよ
うな雑音なのでしょうか。
　新田　いろいろなパターンがあるの
で一概には言えませんが、工事現場な
どの大きな雑音下での聞き取りよりは、
人の声などのわいわいがやがやといっ
た環境で聞き取れないことのほうが多
いという印象は持っています。
　山内　耳鼻科的な立場から見て、雑
音の違いといったものは何かあるので
しょうか。

　新田　なかなか難しい質問ですが、
その辺は正直いうとわからないのが現
状です。
　山内　例えば、最近若い方はヘッド
ホンなどを使う方が多くて、ここから
来る難聴は、オーソドックスな検査で
引っかかる難聴もありますが、少し理
解が悪いといったかたちでの難聴も出
てくると見てよいのでしょうか。
　新田　おっしゃるように最近、若者
にはかなり大きな音量でヘッドホンで
聴くヘッドホン難聴というものが注目
されていて、WHOもかなり注意喚起
しています。もしかしたらそういった
方が、難聴はないのに、雑音下で聴き
づらいとぼちぼち訴え出しているのか
もしれません。そういった方が少し年
齢を重ねると、そういう症状が強くな
ってくる可能性があって、我々として
も注目しているところです。
　山内　静かなところだったら耳鳴り
が出やすいこともよく知られています
ので、高次元のところで何か絡むかも
しれないですね。
　新田　そうですね。蝸牛や聴神経よ
りは、さらに中枢のところの関わりで
はないかといわれています。
　山内　新しい概念ですので、まだこ
れから解析が必要だと思いますが、対
処法はいかがでしょう。
　新田　一般的な対処法になりますが、
聞き取りづらい場面での環境調整が一
つポイントになると思います。先ほど

申したとおり、雑音下での聞き取りが
難しいですから、雑音がなるべく少な
いところ、あとは話者がどういう位置
にいて、どのぐらいの大きさでしゃべ
るか。対面でしゃべっているのか否か。
そういったところを聞きやすい状態に
調整することが、まず第一かと思いま
す。
　山内　そのあたりがある程度はっき
りしてきますと、新しい検査法も出て
きそうな気もいたしますね。
　新田　そうですね。まだまだこれか
らかなと思いますが、我々も考えてい
きたいと思います。
　山内　こういった疾患概念が出てき
たということで、患者さんにとっての
メリットは、どういったものが考えら
れますか。
　新田　どの耳鼻科、病院に行っても、
異常はない、あなたがおかしいのでは
ないかぐらい言われて、患者さんが非
常に傷つくパターンがあると思うので
す。けれども、こういう疾患概念があ
ることで救われる、そういった患者さ
んもいるので、我々はそういったこと
をもう少し分析して、疾患概念として
体系立てていくことが大事かと思いま

す。
　山内　確かに今までですと、あなた
は正常ですと言われて切り捨てられて
いた方が、こういったかたちで救われ
ることは十分あるのですね。
　新田　はい。大いにあると思います。
　山内　最後に、この質問でメンタル
な問題も少ないというのが、一つのキ
ーワードになるのですが、これに関し
てはいかがでしょうか。
　新田　メンタルな問題というのは非
常に難しいですね。ちょっと診察した
だけではわからないメンタルな問題も
あるかもしれませんので、ここは問診
をしっかり取っています。どういう場
面でということも参考になるかもしれ
ませんし、なさそうでも、もしかした
らあるかもしれないことを念頭に置き
ながら我々はいつも診療しています。
　山内　いずれにしても、よく患者さ
んのお話を聞かないとだめだというこ
とですね。
　新田　そうですね。その方の置かれ
ている生活の状況、社会背景などもわ
かると、もうちょっと答えが出てくる
可能性はあるかと思います。
　山内　ありがとうございました。
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