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突発性難聴は,急性感音性難聴のなかで,メ
ニエール病とL双壁をなす疾患で,その成因につ
いては多くの研究…があるが,しかし未だ結論
が得られていない.
一方において,その特異な発病,経過,臨床
像など,臨床的にも本疾患は興味ある問題点を
もっている.
今回,われわれは過去8年間に経験した突発
性難聴症例61例について,集計・分析を行い,
若干の文献的考察を加えたので報告する.

野田

寛

症例の統計的観察
症例は,昭和49年1月より昭和56年10月まで
の8年間に,当科を訪れた突発性難聴61例65側
(予後に関しては2週間以上経過を観察し得た
48例50側)である.
1)年度別症例数(Fig. 1)
1年間に,平均7.6人が受静している.本
年(昭和56年度)は, 17人と急増している.
2)月別症例数(Fig. 2)
12月5人, 1月6人,また5月9人, 6月7人, 7
月9人, 8月6人, 9月7人であり春と秋に少い.

Fig. 1. The patients with sudden de血ess, who visited our clinic every year
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oct. No Dec nionth

Fig. 2. The patients with sudden deafness,
who visited our clinic every month

3)発病年令(Fig. 3)
男33人,女28人であった.男女ともに20‑40
代にピークがあり,この年代で61人中45人(73.89」
を占めている.
4)羅患側

図には示さなかったが,片側牲57例,両側性
4例であった..片側性のうち,右側30例,左側
27例であった.

0‑9

10‑19

20‑29

30‑‑39

5)職業(Table 1.)
患者の職業はTable 1.に示すごとく,会社員
が14例で全体の23%を占めている.ついで,主
婦,学生,公務員などに多く認められた.
6)発病時の状況(Table 2.)
調査し得たもので,患者が明確に記憶してい
た事柄のみを Table 2.に示した.起床,作業,
飲酒などが主なものであった.
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Fig. 3. Age distribution of the patients with sudden deafness
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Table 1. Occupation of血e patients
with sudden dea丘Iess

と, Table 4.のどとくなる.
Table 4. Order of the onset of tinnitus,
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Table 2. Situation at the onset
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7)随伴症状( Table 3.)
耳鴨は,全症例61例中54例(88.5%)ともっ
とも多く,ほぼ必発といえる.ついで旺畳32例
(52.5%),耳閉感26例(42.6%)などであった.
Table 3. Major symptoms

9)発病より治療開始までの期間(Table 5.)
発病より14日までに受診したものが39例(63.9
%), 15日‑1カ月で受診したものは10例(16.4
%)であった.したがって,当科においては約
80^の症例が発症後1カ月以内に受診していた.
Table 5. Period from the onset to the
treatment
o蝣

・蝣14

days

39(63.9%)

15 days 1 mon. 10(16.4%)
1 mon. ‑・‑‑3 mon. 7(ll.5^)
3 mon. ‑‑‑‑
5( 8.2%)
61 (100%)

sym pto ms
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sense of fullness
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dy sge us ia

54
32
26
13
3
3
1

(88.5%)
(52.5%)
(42.6%)
(21.3%)
( 4.9%)
( 4.9%)
( 1.6%)

8)三主徴発魂の時間的関係(Table 4.)
難聴,耳鳴,蛇車は,本症の三主徴といえる.
この三主徴の発現様式を難聴を中心に分類する

1㊥ 初診時聴力像(Table 6.)
水平型,聾型が各々1/3ずつを占め,ついで高
音漸傾型,高音急墜型の順に多かった.
Table 6. Audiogram type at the diagnosis
type

cas

es

且at

21 (32.3%)

deaf

21 (32.3%)

gradua1

10 (15.4%)

abrupt

7 (10.896)

o血ers

6 ( 9.2%)
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⇒ 治療法の併用数と予後との関係

1カ 予後に関する因子
厚生省突発性難聴班会議による聴力回復の判
定期準カは,聴力回復について治癒,著明回復,
回復,不変(悪化を含む)の4段階に分けてい
る.今回は,不変以外の3着を改善とみなし,
聴力の予後を改善と不変の2群に大別して検討
した.
イ)治療開始までの期間と予後との関係
(Table 7.)

Table 7.に示すごとく,治療開始までの期間
が短いほど改善率は良好という結果となった.
Table 7. Relation between period from

( Table 10. )

当科においては,本症に対し,下記に示す5
つの治療法を施行している.
1. 0.5%マーカイV
ブロック

による星状神経節

2.高気圧酸素療法
3.低分子デキス下ラン
4.ステロイド

5.その他の薬剤としてビタミン剤,代謝賦
活剤,血管拡張剤など
Table 10.は,治療法の併用数が多いほど良い
改善率が得られることを示している.

the onset to the treatment and

Table 10. Relation between addition of

progn osis

period improvement no change

14days 27(73%) 10( 21%)
'15days‑‑ lmon. 4(50%) 4( 50%)
1mon.‑ 3mon. 0( 0%) 3(100%)

treatments and pro

Addition of treatments Rate of improvement

2

76%
71%
59%
33%

1

50%

5
4
3

3mon.・・・

1(50%)

1(

50%)

ロ)初静時聴力像と予後との関係(Table8.)
改善率は,水平型7S%,高音漸憤型67%;,高
音急墜型60%,聾塑58%であった.

The methods of therapy were
a :stellate ganglion block with 0.5 %
Marcain 5 ml,

Table 8. Relation between initial audio ‑

audiogram type improvement rate

76%
&7%
60%
58%
40%

flat
gr adu al
abrupt
deaf
others

総括ならびに考按

prognosis.
improvement no change

67 %
60 %

and

activators, vasodilators, etc. )

Table 9. Relation between dizziness and

dizziness (+)

d : steroids,

e : o血er drugs (vitamins, metabolic

・,)旺畳の有無と予後との関係汀able 9.)
陀畳の有無にかかわらず,ほぼ同程度の改善
率を得ている.

dizziness (‑

b : Hyperbaric oxygen therapy,
c : infusion of low molecular dextran,

gram type and prognosis

33 %
40 %

前項において突発性難聴61例65側に対して臨
床的観察を行った.次に,その結果に基づき1)
症例の全般的考察, 2)発病の要因, 3)予後の問
題を中心に考察を加えてみたい. ̲
1)症例の全般的考察
本疾患の発病は,社会適応の負担によること
が多いとされ功ていて,生活環境の複雑化とと
もに,その例数が増加しつつあるといわれる
当科における受静者数は年平均7. 6人である
が,厚生省突発性難聴斑会議Dによると, 100

m?
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万人当り20.‑30人の発生率とあり,約100万の人
口をもつ本県においては,未治療の患者の存在
が十分考えられる.

発性難聴がメニエール病とは異なり, Williams
ら'(1950)の提唱するtt蛇畳を伴わぬ内耳水
塵"の形で発症することの多いことを物語って

次に,発病の月別分布をみると,夏と冬の2
っのピークがある.これについて,吉田ら朝は
秋にやや少い傾向を見出している.これは,発
病誘因として気候が身体に変調をきたしやすい
ことが予想される.
男女比および年令別分布は,諸家の報皆n5)
とほぼ一致している 20‑40代の青壮年層に多
いことは,メニエール病とよく類似している.
躍患側に関しては,左側にやや多いという報
告が見られるヂ 瑚なぜ左側に多いかという点は
不明であるが,一般的に自律神経系の不均衡が

いる.ちなみに,蛇卓の発生率を文献からみる

推測されるT両側性については,まったく見出
していないもの卵から症例の約%¥こ認めると
するもの4まで,さまざまな報告がある.これ
は,予診の段階で患者の過去の難聴についての
静察者の判断の主観的差異によるものと考えら
SEa

(2)発病の要因に関して
本症は一般に,肉体労働よりも精神労働を要
する職種に多いとされるが,4ゎれわれの調査結
果もほぼそれを裏づけた.会社員が最多である
点は,切替ら刊の報告と一致した.
発病時の状況については,起床時が多いとす
る報告頚があり,これは,いわゆるAwoke
deafである.切替ら封は, 19例中8例が覚醒時
に難聴をきたしたとしている.起床時に発病の
多いことは,メニエール病とも一致する点であ
る.また,ウイルス感染,あるいは単なる抵抗
力の低下を思わせる風邪気味であったという症
例は1例もなかった.
次に,突発性難聴の三主教である難聴・耳鳴
・比重の起りかた,合併率について考えてみた.
まず,三者が同時に発症することは意外に少
なく(メニエール病と相違する点) , 65例中僅
か4例であった.一方,難聴・耳鴨が先行し,
後に蛇畳が起ったものは11例で,耳鳴のみがや
や以前から先駆して難聴が突発したものは13例
であった.これに対し眩車を伴わないものは,
Table 3.より明らかのように29例(47.5%)あ
り,これは全症例の半数を占める.これは,突

と60%‑80%というところである.

6), 101‑12)

(3)予後に関する因子
治療開始までの期間と予後についてみると,
一般に言われるように1カ月以内の新鮮例の予
後がきわめて良好である.これは,聴力像は発
症後1カ月でほぼ固定するという最近の定説功
よりも支持される.
また,初診時聴力像と予後についてみると,
水平型がもっともよく,聾型は悪いという結果
が得られた.これに関しては,聴力の回復過
と聴力像との関係について多数の報告があ碧
陀車の有無と予後に関しては,有意の結果を
得られなかった.
最後に,治療に関しては,当然予想されるよ
うに,多くを併用し集中的に行った方が良い成
績を得られることがわかる.ただし,個々の治
療法の効果に関しては,本症の自然治癒力とい
うことも含めて方法論的に明確にしにくい点が
ある.
結

語

過去8年間に,われわれの経験した突発性難
聴61例65側について統計的観察を行い,その発
病の諸要因,治療,予後などについて考察を加
えた.
本論文の要旨は,第14回日本耳鼻咽喉科学会
沖縄県地方部会学術講演会にて発表した.
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