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研究成果の概要（和文）： 

本研究の目的は、内耳が遭遇する大きなストレスである音響暴露が獲得免疫を増幅し、蝸牛
局所の免疫応答に影響を与える機序について免疫組織学的手法を中心に解明することである。 

全身感作させたマウスの蝸牛に獲得免疫を惹起させる抗原を投与する経路は様々であるが、
正円窓経由による投与法により外科的侵襲をできるだけ減らしながら内耳炎を十分惹起でき
ることが確認された。内耳炎モデルの蝸牛凍結切片標本を作製し、免疫組織化学的検討を行っ
た。結果、蝸牛内の炎症細胞浸潤が確認された。 
しかし、音響暴露では期待された炎症反応の増幅はあまり確認されなかった。申請者が以前

に行った研究ではオクターブバンドノイズを用いたが、今回はピュアトーンであり音圧レベル
も以前の研究に比し小さかったためかもしれない。しかし、音の種類による炎症反応の違いは
興味深い知見であると思われた。 
      
研究成果の概要（英文）： 
  The aim of this study is to solve whether acoustic trauma, which activates an inner 
ear immune response with cytokine expression and infiltration of circulating leukocytes 
could augment the response to antigen.  I sensitized mice to an antigen, injected it 
intracochlearly, through the round window membrane (RWN), and subsequently exposed the 
mice to noise.    
The immunohistochemical analysis indicates that infiltration of inflammatory cells was 

present in cochlea with intracochlear antigen challenge. However, noise exposure cannot 
activate a cochlear immune response, which in the presence of antigen. I speculate that 
pure tone with lower sound pressure level causes lower inner ear immune response than 
octave-band noise stimulation. 
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１． 研究開始当初の背景 

以前より免疫反応には自然免疫系と

獲得免疫系が知られている。自然免疫は

抗原に対する最初の免疫反応で非特異

的な反応であり後に続く獲得免疫が成

立する前提として発動される。これには

補体系やナチュラルキラー細胞、マクロ

ファージや顆粒球、単核球などが関与し

ている。自然免疫が起こった後に起こる

反応は、獲得免疫である。獲得免疫は一

度感染源に接触することで発動する感

染源と抗体との特異的反応で、T 細胞に

抗原提示を行うマクロファージや T細胞、

B 細胞といったリンパ球、サイトカイン、

抗体が関わっている。以前の研究におい

て内耳においても自然免疫と獲得免疫

双方が関与していることが判明してい

る。 

 生体が強大音に曝露された時、内耳有

毛細胞が障害を受け難聴を来す。それに

加え近年有毛細胞以外の非感覚細胞も

同様に障害を受けることが報告されて

いる。 以前の研究より炎症やアポトーシ

スの場で重要な役割を果たす NF-Bが音

響曝露によって内耳に発現を認めるこ

と、炎症性サイトカインが増加すること、

また白血球マーカーである CD45 が音響

曝露後に内耳のラセン靱帯や鼓室階に

発現することがわかってきている。接着

分子 ICAM-1 は炎症局所への免疫担当細

胞の遊走、集積、補給に関与し正常蝸牛

の血管内皮細胞に発現がみられること

がわかっていたが、音響外傷によりラセ

ン靱帯への発現を認めることも最近わ

かってきた。 このように音響外傷では有

毛細胞の傷害のみならず非感覚細胞に

も変化がみられる。このように音響曝露

によってサイトカイン発現、白血球浸潤

といった創傷治癒過程のひとつである

生体免疫系の活性化、免疫担当細胞の

migration がおこる。音響曝露に対する

これらの現象は自然免疫が活性化され

ているサインと考えられる。 

Lipopolysaccaride（LPS）はグラム陰

性菌由来のエンドトキシンで自然免疫

を強力に惹起する物質であるが、LPS の

全身投与が LPS レセプターである

Toll-like receptor により認識され、

IL-1が発現すること、また LPS 投与下

にあらかじめ感作した抗原を投与する

ことで蝸牛内への炎症細胞浸潤が認め

られることが分かっている。これは蝸牛

鼓室階に免疫応答が惹起され、さらに自

然免疫惹起物質投与により蝸牛あるい

は髄腔内抗原投与によって蝸牛獲得免

疫応答が増強されることを示している。 

申請者は以前にマウスの実験的内耳

炎モデルに音響暴露を与えたときの蝸

牛局所の免疫応答に与える影響につい

て免疫組織化学的手法を行い、音響曝露

によって自然免疫が活性化されるのと

共に LPS投与でみられるような獲得免疫

応答の増強がみられるかどうかを検討

した。免疫反応を引き起こすキャリアー

タンパクとして知られている Keyhole 

limpet hemocyanin(KLH)を用いてマウス

を感作しさらに獲得免疫を惹起するた

めにマウスの髄腔内に KLH を投与し、蝸

牛への拡散投与を行った。その後に音響

刺激を与え、対照群との比較を上記にあ

げた CD45, ICAM-1, NF-B を用いて免疫

組織化学的に検討した。結果は抗原刺激



 

 

によって前庭階、鼓室階に認められた

CD45 陽性細胞が音響外傷を加えること

により著明にその数を増やすことが判

明した。ICAM-1 は通常音響曝露後 4 日ま

でに蝸牛内へ浸潤しピークに達し、その

後徐々に減少することが報告されてい

る。今回の研究で抗原刺激後に音刺激を

与えると、7 日経過しても ICAM-1 発現は

多いまま持続されていた。ICAM-1 は KLH

刺激による免疫反応の始まりから終わ

りまで常に作用していると推察された。 

LPS で引き起こされる内耳免疫応答は

蝸牛ラセン靱帯における NF-B活性化が

関与しており、また NF-B は音響曝露後

非常に短時間に蝸牛内で発現が認めら

れ、NF-B は自然免疫の活性と大いに関

係していることが分かっている。 申請者

が以前に行った研究では、音響曝露のみ

では NF-B活性は従来の報告と同じ短時

間でのみ認められたのに対し、抗原刺激

と音刺激両方を与えることによって

NF-B 活性が一週間経過しても持続して

おり、免疫の活性化、増幅が蝸牛内で起

こっている一つの裏付けになると考え

られた。 

以上より強大音曝露は蝸牛内の自然

免疫を活性化し、炎症細胞を遊走させ抗

原の存在下に獲得免疫の増幅を起こす

ことが判明した。この一連の反応には、

白血球浸潤、ICAM-1 発現の増加、NF-B

の活性化が関与していることを示した。

このたび、一連の研究をさらに発展させ

音の強さによるサイトカインやマクロ

ファージの発現や蝸牛内局在について

比較検討する事を目的としている。 

 

 
 
２．研究の目的 

   マウスの内耳炎モデルに音響曝露を

与え、各種サイトカインやマクロファー

ジマーカーの発現を調べる。さらに免疫

組織化学的手法を中心に強大音と比較

的弱い音響曝露を与えた場合と比 

較検討する。蝸牛内に抗体やリンパ球が

存在する時、強大音曝露によって蝸牛に

悪影響を及ぼす可能性を検討すること

により騒音性難聴のメカニズムや難聴

増悪因子の解明、自己免疫性難聴の病態

解明に将来役立たせることができると

考える。 

 
３．研究の方法 

B6 マウスに KLH と完全アジュバントを

混じて皮下投与し感作する。 2 週間後

に KLHと不完全アジュバントを用いて追

加感作を行う。その 1 週間後に KLH 抗原

を蝸牛に投与するが、蝸牛への抗原投与

には、直接蝸牛に投与する方法、正円窓

を経由して投与する方法、後頭部より脊

髄腔内投与を行い、蝸牛小管を経由して

外リンパ腔へ移行させ拡散投与する方

法があり、各方法を試みる。 

翌日音響刺激を与え、直後と数日後に断

頭し灌流固定後凍結切片標本を作製す

る。切片はヘマトキシリン・エオジン染

色を行い、形態学的な変化を観察する。

各種サイトカインの発現を免疫組織化

学的手法にて内耳における局在を調べ

る。まずは強大音(110-120dB)における

発現を観察し、以前に行った研究結果と

の再現性を確認する。その後に比較的軽

度な音刺激(90-100dB)を与え、強大音で

のモデルと比較検討を行う。 

 

４．研究成果 

当初の目標は実験的内耳炎モデルの

作成し、手技を確立させることであった。



 

 

全身感作させたマウスの蝸牛に獲得免疫

を惹起させる抗原を投与する経路は様々

であるが、正円窓経由による投与法により

外科的侵襲をできるだけ減らしながら内

耳炎を十分惹起できることが確認された。

抗原を蝸牛へ直接投与する方法では蝸牛

への侵襲が強く、投与時の蝸牛損傷の影響

を無視できなかった。また、髄腔内に抗原

を投与し蝸牛内へ間接的に拡散投与させ

る方法では内耳炎を惹起させるのに不十

分なことも多く、投与量が一定しないなど

の問題があった。正円窓経由の投与法は、

直接的侵襲を最小限に抑え、かつ十分な炎

症を起こし抗原投与量も安定する手技と

思われた。 

上記内耳炎モデルの蝸牛凍結切片標本

を作製し、免疫組織化学的検討を行った。

結果、蝸牛内の炎症細胞浸潤が確認された。

ICAM-1 は内耳炎惹起後にラセン靱帯、基底

板に著明な発現を認めた。（下図・矢印） 

 

 

NF-B はラセン靱帯、血管条に発現を認め、

以前に行った髄腔内抗原投与＋音響暴露と

ほぼ同様の発現パターンを認めた。（下図・

矢印） 

     

 

しかし、音響暴露では期待された炎症反応

の増幅はあまり確認されなかった。白血球

浸潤は下図に示すようにわずかであった。 

下図：CD45 の音響暴露後の発現パターン 

     

申請者が以前に行った実験ではオクター

ブバンドノイズを用いたが、今回はピュア

トーンであり音圧レベルも以前の研究で

用いた 118dB以下の音圧にしかならなかっ

た。炎症反応の増幅がみられなかった理由

は音響暴露刺激を十分与えることができ

なかったためにあるかもしれない。しかし、

音の種類による炎症反応の違いは興味深

い知見であると思われた。 
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