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研究成果の概要（和文）：  

内耳有毛細胞障害に対する抗 TNF-α抗体の投与方法として、副作用が頻発する全身投与は不適

切と考えられ、正円窓経由で内耳へ直接投与する方法が最も有効な手法と考えられた。中でも

内視鏡を用いた経鼓膜的鼓室内投与が最も簡便で確実に内耳へ薬剤を到達させられると考えら

れた。 

 
研究成果の概要（英文）： 

It was thought that the whole body administration of the anti-TNF-α antibody to which 

the side effect happened frequently was improper as the mode of administration to the 

inner ear hair cells interruption, and the most effective technique was the direct 

administering to the inner ear by way of the fenestra rotunda. It was suggested that the 

transtympanic administration with an endoscope made the delivery of medicines into inner 

ears most easy and surely. 
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１．研究開始当初の背景 

ステロイドホルモンは突発性難聴の第一選

択薬として長い間使用されてきたが、その投

与方法は点滴や内服による全身投与が主で

あり、その副作用が問題となっている。近年、

全身的副作用を回避しつつ高濃度の薬剤を

内耳へ投与する鼓室内投与法が世界的に注

目を集めている。既に我々は全く新しい鼓室
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内 投 与 法 、 す な わ ち Laser assisted 

myringotomy (LAM)を利用した新しいデリバ

リーシステムを開発しており、高い効果を上

げている。(Kakehata S, Futai K, et al. 

2006.)  

この方法によって新鮮例では非常に良好な

成績をおさめているが、Grade4症例やサルベ

ージ治療においては未だ効果が不十分であ

り、ステロイド鼓室内投与法の限界点となっ

ている。 

 

２．研究の目的 

関節リウマチやクローン病の新しい治療法

として抗 TNF-α抗体療法が注目を浴びてい

る。TNF-αは各種癌細胞や、線維芽細胞、上

皮細胞、内皮細胞など一部の正常細胞に対し

てアポトーシスを誘導する代表的なデス因

子として知られている。 

一方、突発性難聴は有毛細胞が直接的・間接

的に障害されることが原因と考えられてい

る。我々は過去に Leupeptin の Neomycin に

対する有毛細胞保護作用を報告してきた。

Leupeptin はプロテアーゼ阻害剤でありアポ

トーシスを阻害する物質である。抗 TNF-α抗

体もまたアポトーシスを阻害する物質であ

り、現在既に臨床応用されている物質である。

突発性難聴の重症例に対する治療として、有

毛細胞のアポトーシス阻害という観点から

抗 TNF-α抗体治療の有効性を検討する。 

 

３．研究の方法 

最も用いられている突発性難聴の治療薬剤

はステロイドホルモン剤だが、一般的に全身

投与が行われているのが現状である。近年で

は鼓膜換気チューブや鼓膜レーザー開窓部

から中耳腔へ投与して正円窓経由で内耳へ

デリバリーする鼓室内投与が副作用の少な

い低侵襲な投与法として注目を浴びている。 

抗 TNF-α抗体においても同様の投与方法が

内耳に高濃度で投与できかつ全身的影響の

少ない方法と考えられる。 

 

(1)鼓室内投与で確実に内耳へ薬剤を到達さ

せるためにはどの部位に鼓膜開窓を行うの

が最も適切であるか、また正円窓周囲の構造

上の個人差がどれだけあるのか、耳用内視鏡

を用いた詳細な検討を行った。 

 

(2)鼓室注入療法後の鼓膜開窓部は滲出性中

耳炎等で開窓した場合に比べて閉鎖不全に

陥りやすい傾向にあり、伝音難聴を来す場合

がある。過去に bFGF 製剤や自己血清点耳療

法による鼓膜穿孔閉鎖法を開発し報告して

きたが、更なる手法の改善と簡便化を検討し

治療成績の向上を図る。 

 

(3)手術的治療を行わずに鼓膜穿孔閉鎖を行

うにあたって鼓膜再生の足場となる素材が

必要となるが、従来は主にキチン膜を穿孔周

囲に留置する方法が行われてきた。キチン膜

は bFGF製剤や自己血清を点耳することでズ

レを生じてしまう問題があり、この点を克服

し得る素材の工夫を検討する。 

 

４．研究成果 

(1)レーザー鼓膜開窓の場合、鼓膜を蒸散し

たあとの余剰レーザー光が岬角粘膜に当た

ってレーザー痕を生じることが全症例で確

認された。通常、レーザー鼓膜開窓を用いる

滲出性中耳炎等では鼓膜の奥には液体が貯

留している場合が多く、レーザー光は吸収さ

れ岬角に熱損傷を生じることはほとんどな

い。しかし、突発性難聴の場合、中耳腔に液

体貯溜等の病変はない場合が多いためレー

ザー光が減衰せず直接岬角表面に熱損傷を

生じてしまうと考えられた。（図１） 

 

図１：余剰レーザーによる岬角粘膜の熱損傷 

 

 



 

 

レーザーの出力を下げることで対策を検討

したが、その場合注入に十分な穿孔が作成で

きないことが多く、結論として岬角表面にレ

ーザー痕が生じる副損傷はレーザーを用い

た鼓室注入療法において避けられない事象

とした。そのため、レーザー鼓膜開窓に最適

な位置は正円窓付近かつ余剰レーザーによ

る正円窓や卵円窓、鼓索神経などの損傷を防

ぐ位置が最適と考えられ、鼓膜後方のやや下

方すなわち正円窓と卵円窓の中間点が妥当

と考えられた。 

 

(2)4 週間以上の保存的治療に抵抗を示す慢

性穿孔性中耳炎および外傷性鼓膜穿孔に対

する自己血清点耳療法の奏効率は 83.3％で

あった。（図２） 

 

図２：血清点耳療法による鼓膜穿孔閉鎖例 

 

従来治療対象外としていた高脂血症による

血清混濁例に対し、抗高脂血症薬を一時的に

投与することで血清の TG 値が低下して透明

な血清を分離することが可能となり治療が

可能となった。また、安静を得にくい小児症

例に対しても従来綿棒等で行っていた硝酸

銀による前処置をキチン膜を留置する方法

にすることで治療が十分可能であった。（図

３） 

図３：抗高脂血症剤投与２週間後の血清 

 

(3)穿孔に留置する素材をキチン膜からコラ

ーゲンスポンジに置き換えて行う自己血清

点耳療法を新たに開発した。面として接する

のみであった素材を立体的に穿孔にはめ込

むことにより素材のズレを生じにくくし長

期間同じ位置で鼓膜再生の足場として機能

する可能性が示唆された。（図４、５） 

図４：コラーゲンスポンジによる鼓膜穿孔に

対する処置 

 

図５：コラーゲンスポンジを併用した血清点

耳療法による鼓膜穿孔閉鎖例 

 

キチン膜に対してコラーゲンスポンジはそ

れ自身が組織吸収性のある素材であるため

手術で用いる自己組織移植と類似した効果

が期待できるだけでなく、自己血清中の有効

成分を長時間保持して徐放を続ける基材と

しての効果もキチン膜より高いと考えられ、

治療効果の向上が期待できる。現在のところ

良好な成績が得られており、症例を重ねて効

果を評価中である。 
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