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最新医学のトピックスー

難　聴　の　新　し　い　治　療

-人工内耳の現状と将来-

白　幡　雄　-

東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科

New Modality of the Treatment of Hearing loss

- Present and future in cochlear implant -

Yuichi SHIRAHATA

)

は　じ　め　に

昔から聾(ろう)は不治であるとされている｡また聞こ

えが遠くなれば補聴器を使うしか仕方がないが,補聴器

ではうまく聞こえないことが多いと思われている｡耳鼻

咽喉科の医師も治癒可能な葉聴は中耳炎や耳の奇形,突

発性華聴などによる歎聴のごく一部にすぎないと考えて

いる｡残念ながらこの考えは現在でも誤りであるとは言

えないが,ごく最近では,完全に正しいとは言えなく

なってきた｡恐らく十数年先には少なくとも耳鼻咽喉科

の医師の歎聴治療に対する認識は大幅に変化し,華聴の

治療にもっと自信を持っていると予想される｡

それはコンピューターを中心とするエレクトロニクス

のめざましい発展により,内耳の機能を代行する人工の

耳が急速に発展してきたからであるOまた,一方では捕

聴器がアナログ型からデジタル型に代わり,その性能が

飛躍的によくなることが予想される｡このように医学と

工学のハイテクノロジーがドッキングすると,どのよう

な形の難聴にも対応する治療法が開発され,人類は難聴

という不便さから開放される日が来るかもしれない｡こ

のように未来の明るい人工内耳の現況を紹介したい｡

いわゆる｢ろう｣は内耳の感覚細胞の障害によるもの

が多い｡このため内耳液の振動を聴神経の活動電位に変

換することができないが,聴神経の機能は残っているこ

とが多い｡この残っている神経を直接刺激して,ろうの

人に昔を聞かせる装置が人工内耳である｡現在開発され

ている人工内耳はマイクロホン,倍号処理装置(電気信

号を処聾するスピーチ･プロセッサ),体外送信装置,

体内受信装置(受信コイル),刺激電極(電極部に信号を

送る送信コイル)などで構成されている(図2)｡電極部

人工内耳とは

人工内耳は障害がある内耳のかわりに,聴神経を直

接,電気刺激し音感を認知させようというものである

(図1 )o補聴蜜が使えない高度の感音楽聴者でも聴神経

が活躍していれば聴力快復が望める｡
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図1　人工内耳の原玉里
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図2　電極部とスピーチ･プロセッサー(左)と作動プログラム作製装置(右)

左:電極部(左端)と送信コイル(中央),マイクロホン(左側から2番目),
スピーチプロセッサ(右側)

右:作動プログラム作成装置　　　　　社提供)

図3　a.摘牛窓のすぐ前方に造られた直径約0.8

m mの電極挿入小孔

図3　b.刺激用電極が蝿牛に挿入され,蓋部が
側頭骨にはめ込まれ,全体がナイロン

糸で固定された電極

のうち受信コイルの部分は手術をして側頭骨鱗部に埋め

述められ(図3),体外受信装置は皮膚の上から受信コイ

ルに密着させる(図4)｡

マイクロホンは音波を電気信号に変換して信号処理装

置に送る｡信号処理装置は入力信号を聞き取りに最も適

するように神経刺激信号に変換する.刺激となる信号は

体外送信装置から皮膚を介して体内受信装置に送られ

る｡体内受后装置に送られた信号は刺激電極に伝えられ

る｡電極は内耳の中に埋め込まれるものと,内耳の骨壁

に置かれるものとが開発されている.また,一本の電極

で聴神経全体を刺激する短チャンネル電極と,複数の電

極で内耳の異なる部位の神経を刺激する多チャンネル電

極とがある｡

以上のように,人工内耳にはいくつかの方式がある

が,今日内耳に電極を置く多チャンネル方式のものが主

流である｡多チャンネル方式にも

チャンネルと様々な方式が世界各国で開発されている｡

日　本の現状

聴神経に直接,電気刺激を与えようという試みは

年代の後半からすでに行われており,人工内耳の発想は

そう新しいものではない｡

しかし,単一チャンネルから多チャンネルへ,さらに

電極数が多い22チャンネルへと開発が進むにつれ,性能

は画斯的に向上してきたo　当然のことながら,チャンネ

ル数が多くなれば,それだけ,電気店号の処理が複雑に

なる｡近年のエレクトロニクスを中心とする技術革新

は,こうしたより複雑な情報処理を可能にした｡

このそれぞれの22個の電極に電気信号が流れ,そこに
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図4　a.植え込まれた状態の22チャンネルの人
工内耳(嫡牛)｡聴覚神経が完全なら,
レシーバー/刺激器が外部からの信号
を内耳に中継することができる｡薯を
外部のマイクロホンで聞き取り,
ピーチプロセッサーでコード化し,

外受信装着を経て,電極部に送るo
かし,聞き取りには個人差がある｡

社提供)

ス
休
し

図4　b.植え込まれた嫡牛の電極｡ある範囲の音

の大きさを音の高低を示す信号を伝達す
るように別々にプログラム化されてい

る｡　　　　社提供)

位置する聴神経を刺激し,この刺激の組み合わせのバリ

エーションが音の違いとして認識されるわけであるo寛

荏,冒本で採用されている多チャンネル方式の人工内耳

は　　年にオーストラリアのメルボルン大学と

社が共同開発したものであるo　この22チャ

ンネル方式は　　年に米食孟医薬品局　　　　が承認し

てから,世界的に普及し　　　年現在では約30ヵEgで

人を越える患者が使用している｡

日本の現状はといえば,全国の6施設で現在高度先進

医療の適応を受けている｡　年1年間の埋め込み手術
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は10施設33例に過ぎなかったが, 92年の手術件数は11月

末現在で13施設62例と急増中である｡

人工内耳の原理

なぜ,こうした音の刺激がそれぞれの昔に対応して承

認されるのかということになると,内耳の機能との関係

で説明が必要になる｡

耳から入った音は最終的に嫡牛に伝わり,嫡牛の蓋底

膜を振動させ,この機械的な動きが有毛細胞(感覚細胞)

で電気刺激に変換されて,聴神経に伝わるO　この蓋底膜

の振動についての蓋本的な原理が　　　の感覚空論で

ある"場所説"といわれるのもである｡それは,それぞ

れの場所に固有の周波数に同調して蓋底麓が振動すると

いうもので,嫡牛のらせんの底部では高い周波数で,ら

せんの先端に近づくにつれ低い周波数で振動する｡つま

り,それぞれの場所によって,運動の周波数が決まって

いる｡

さて,音が嫡牛に伝わってくると,その複雑な波形

は,高い周波数や低い周波数に分解されることにより,

それぞれの周波数に見合った場所の基底膜を振動させ

る｡

人工内耳はこの内耳の機能を代行する｡即ち,嫡牛で

行われるように,音の複雑な波形を周波数ごとに分解し

て,それぞれに見合った場所の聴神経を刺激してやる｡

このような方式であれば,神経機能が十分に残っており

さえすれば人工内耳だけで会話音を理解することが可能

である｡しかし現状では人工内耳を植えただけでは会話

音の聞き取りは難しく,リハビリテーションと読唇術の

併用が必要である｡｡

図5は｢あー｣という音の波形だがこうした複雑な波

形も周波数の違う正弦波に分解することができる｡図6

は,図5の波形を分解したときに,各周波数がどれくら

いの強さになるかを示したもので

に山がきている｡この山のパターンをスピーチ

スペクトルといい,音によってそれぞれ違ったスペクト

ルができる｡人工内耳のスピーチ･プロセッサでは,実

は図5の音の波形を変換して図6のスピーチスペクトル

をっくりだす処聾を行っているO　これがあれば,音を分

解したときに各周波数はどれくらいの強さかがわかる｡

この強さの分布がわかれば,このパターンに合わせ

て,それぞれの周波数に対応する聴神経を電極で刺激す

ることができる｡例えば,高い周波数が強ければ,嫡牛

のらせんの底部に位置する電極で付近の聴神経を強く刺

激してやるo低い周波数の場合はらせんの先端に位置す
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図5 ``ァー''という音のオシロスコープの波形

図6　"アー''という音のスピーチスペクトル

る電極が働く｡つまり,蝿牛に昔が伝わり各周波数に分

解されて,それぞれの基底幕を振動させるのと同様のこ

とを,スピーチ･プロセッサと電極が行うo

このように人工内耳は,原理的には内耳の機能を代行

しているが,スピーチ･プロセッサの処理能力や電極の

数に限界があるため,健常者と同様に音が聞こえるわけ

ではない｡

人工内耳の問題点

現状では人工内耳の埋め込み手術を受けた患者が初め

て耳にする音は,宇宙人がしゃべっているようだった

り,アニメ漫画の声に聞こえたり,テープの早回しを聞

いている感じだったりすることが多い｡しかも個人差が

大きく,最初から人間の声として聞こえる人もあれば,

単なる信号音にしか聞こえない人もいる｡

しかし,このように奇妙だった声も2-3日で聞こえ

｢･M･
ヨヒ

∴

｢

aml

ビデオ教材は50の単音節､ 1-4音節の単語､ 100の
キー文節を含む18の単文からなり､それぞれ人工内
耳のみ､読話のみ､人工内耳､人工内耳+読話の条
件による正答率を示すo

図7　ビデオ教材による単音節,単語,文の聴取
成績(船坂2)らによる)

方が変わってきて　　　　週間ぐらいすると人間らしく

なってくる｡こうしたリハビリテーションの効果につい

ては本人の意欲が関係しているのではないかと言われて

いる｡図7は術後3ヵ月たった時点での,聴取能力であ

る2)o　この時報になると,成績のいい人は電話での簡単

な会話が可能になり,なかには,不特定多数と日常会話

が可能になる人もいるO　しかし,図に明らかなように,

人工内耳と読話(読書)を併用する方がぐっと成績が高ま

る｡

これは人工内耳が子音の弁別を苦手とすることが影響

しているO母音にくらべ子音は短い時間に波形が激しく

変化する｡このため,スピーチ･プロセッサでの処理が

うまく行かない｡例えば, ｢p｣と｢t｣の子音は,人

工内耳ではうまく区別ができない｡しかし,読話ではこ
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の違いを容易に見分けることができる｡反対に｢p｣と

｢m｣は,読話では見分けることができないが,人工内

耳では判別がつく｡このように,人工内耳と読話はお互

いの欠点を補う関係にあり,併用が効果をもたらしてい

る｡今後,人工内耳だけでの成績をあげるためにはこの

子音の判別が大きな課題である.

人工内耳のもう一つの課題は,対象患者の拡大があ

るO人工内耳は聴神経を近接刺戟するため,聴神経さえ

活動していれば,音を伝えることができる｡これまで

は,突発性華聴,進行性兼聴,外傷性楽聴,薬物性歎

聴,髄膜炎,メニュール病などの患者に手術が行われ

た｡しかし,これはいずれも　　　以上の中途失聴者

に限られていて,今のところ言語習待前に難聴になった

人には,試みられていない3)｡これは,言語習得後の患

者の方が音感覚への適応がよいと考えられるためであ

る｡海外では先天聾にも通用した例があり一応の効果は

あるものの,術後の訓練が楽しく,成績をあげるのに時

間がかかるという｡

しかし,この点についても,いかにスピーチ･プロ

セッサを改良して情報伝達室を増やしていくかというこ

とで可能性は開けてくるものと思われる｡

さらに敢えて言うならば,コストの問題も取り上げな

ければならないだろうo埋め込み手術の際の患者の自己
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負担は,高度先進医療適用でも約350万円かかる｡現

荏,歎聴者団体などが全面保険適用に向けて, 94年の診

療報酬設定をめどに厚生省に働きかけを行っている.

人工耳の将来

最近まで｢ろう｣に対しては治療法はないものとあき

らめていた｡人工内耳は不十分ではあるがろう者に対し

聴覚によるコミュニケーションの可能性の達を開いたも

のとして評価される｡電極の改良,信号処理法の改良,

聴能訓練プログラムの充実がはかられれば,ろう者が会

話によるコミュニケーションに禾自由を感じないですむ

ようになる臼も夢でない｡その日のために私ども東京歯

科大学市川総合病院耳鼻咽喉科スタッフは人工内耳の実

用化に向けて今後地道な努力を積み重ねていきたい｡
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