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耳鼻咽喉科心身医学研究会について 
 
本会は、耳鼻咽喉科領域心身医学の学術研究・症例検討などを通して 
耳鼻咽喉科医の相互交流を深め、診断・治療の向上を目的として2009年4月1日に設立された。 

代表世話人 

小川 郁 先生 (慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科 教授) 

 

世話人 

石井 正則 先生 (JCHO東京新宿メディカルセンター 耳鼻咽喉科 主任部長) 

五島 史行 先生 (東京医療センター 耳鼻咽喉科) 

室伏 利久 先生 (帝京大学溝口病院 耳鼻咽喉科 教授) 

矢野 純 先生 (矢野眼科・耳鼻咽喉科 副院長) 

 

顧問 

加我 君孝 先生 (東京医療センター 臨床研究センター センター長) 

神﨑 仁 先生  (慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科 名誉教授) 

 

事務局 
〒160-8520 
東京都新宿区信濃町35 
慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科学教室内 
メール；goto@memaika.com 



【プログラム】 
 

開会の辞 ：帝京大学医学部附属溝口病院 耳鼻咽喉科 教授 室伏 利久 先生 
 
 【企業講演】  15:50～16:00 「レクサプロ錠の適正使用について」 
                      田辺三菱製薬（株）  
        
 

【一般演題】16:00～17:00（発表8分、質疑5分） 
 
座長 ：日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科分野  
                                                         診療准教授 鴫原俊太郎 先生 
 
① 「当科耳鳴患者におけるＨＡＤＳを用いた心理的評価の検討」 
           東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室 髙梨 芳崇先生 
 

②「耳石めまいの精神心理学的側面」 
           近畿大学医学部 耳鼻咽喉科学 瀬尾 徹先生 
 

③「耳鳴に対する抗うつ薬の効果の検討」  
           静岡赤十字病院 耳鼻咽喉科 和佐野 浩一郎先生 
 

④「聴覚過敏に対する抗うつ薬の治療効果」 
           慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科学教室 大石 直樹先生 
 

 
 【教育講演】  17:00～17:50 
 
 座長 ： 慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科学教室 教授 小川 郁 先生  

 
   『 不眠・不安・抑うつのマネジメント 』 
 

     慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室  

                  助教 冨田 真幸 先生      
     【Coffee break】18:00～18:10 
 
【特別講演】  18:10～19:00    
 

 座長 ：帝京大学医学部附属溝口病院 耳鼻咽喉科 教授 室伏 利久 先生  
   

      『 ストレスと下垂体後葉ホルモン 』 
   自治医科大学医学部 生理学講座 神経脳生理学部門                         

教授 尾仲 達史 先生 
 

閉会の辞 ： 帝京大学医学部附属溝口病院 耳鼻咽喉科 教授 室伏 利久 先生 



一般演題 



当科耳鳴患者における HADSを用いた心理的評価の検討 

 

高梨芳崇 1)  川瀬哲明 1) 2) 織田一葉 1) 3) 甲斐谷徹彰 1) 香取幸夫 1) 
 

 

1）東北大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科 

2）東北大学 医工学研究科 聴覚再建医工学研究分野 

3）JCHO仙台病院 耳鼻咽喉科 

 

心理的要因が耳鳴に対して強い影響があることが考えられている。当科難聴・神経耳科外

来において、耳鳴患者に対し心理的評価として簡易的に用いることができる問診票のHADS

（Hospital Anxiety Depression Scale）を用いている。HADSは 14の質問からなる問診票で

それぞれの項目で 0から 3点のスコアがつけられる。14の質問のうち 7問が不安傾向に関

する質問で、残りの 7問が抑うつ傾向に関する質問である。不安傾向に関して 21点満点で

11点以上が不安傾向ありと診断され、同様に抑うつ傾向に関しても 21 点満点で 11点以上

が抑うつ傾向ありとの診断となる。今回我々は耳鳴患者における HADS を用いた心理的評

価について検討した。 

2012 年 4 月から、2014 年 3 月までに当科難聴神経耳科外来を受診し、治療前に HADS を

用いて心理的評価を行った 74例について検討した。症例は男性 34例、女性 40例、平均年

齢は 57.0 歳であった。VAS の平均値は 66.42 （SD=21.43）、THI の平均値は 56.85 

（SD=21.43）であった。HADSで不安傾向ありと診断になったのが 74例中 22例（29.7％）、

抑うつ傾向ありと診断になったのが 74 例中 19 例（25.7％）であった。HADS の不安項目

と THIの相関に関しては相関係数 0.647（p<0.001）と極めて強い相関がみられていた。抑

うつ項目と THIの相関に関しては相関係数 0.418（p<0.001）、HADSの不安項目と VASの

相関に関しては相関係数 0.477（p<0.001）、抑うつ項目と VAS の相関に関しては 0.290

（p<0.05）とそれぞれ相関がみられていた。 

抑うつ傾向がみられる患者に対して当科から精神科、心療内科への紹介を行った例は 9 例

あり、うち 3 例が抗うつ剤による治療を開始され、治療後 3 か月の THI が改善していた。

しかし、精神科的には問題なく、治療の必要はないとされたり、精神科を受診後当科へは

来院しない症例もみられたりした。今回は精神科、心療内科と連携し効を奏した症例、心

理的要因への介入がうまくいかなかった症例など、数例の症例提示も行う予定である。 



耳石めまいの精神心理学的側面 

 

近畿大学医学部耳鼻咽喉科 瀬尾 徹 

 

近年、前庭誘発筋電図（vestibular evoked myogenic potential: VEMP）によって耳石器

機能が評価できるようになり、これまで知見の乏しかった耳石器障害によるめまいについ

て明らかになりつつある。また社会構造の複雑化にともないストレス社会と言われて久し

く、めまいを訴える患者も増え続けている。そこで耳石器障害によるめまいの精神心理学

側面を検討したので報告する。 

対象は耳石器障害によるめまいと診断された患者 21名である。診断は次の基準によった。

①体が左右方向、前後方向、上下方向に引っ張られるようなふらつきを訴えること、②

cVEMPと oVEMPの両方あるいは一方が異常を示すこと、③原因既知のめまいを訴える疾

患が除外できること、④頭部MRIで異常を認めないことである。これらに対し、CMI健康

調査を実施した。領域ⅢおよびⅣに入るものを神経症傾向ありと判断した。 

耳石器障害患者の 52%は、CMIで神経症傾向を示した。これは、他の前庭性疾患よりも

高い割合であり、耳石器めまいには心理的素因が関連するものと考えられる。これらの患

者は回転性めまいを主訴とする他の多くの前庭性疾患に比べると軽微な症状を訴える印象

を受ける。しかし、軽微ではあるが誘因なく繰り返すことが、めまいに対する不安感を増

強させている可能性がある。また VEMP以外の検査で異常を示さないことから、他の施設

で原因不明と診断されてきたものもあり、これも患者の不安感を増強させる要素であると

考える。このような不安感の増強が CMIで高い値を示したものと考えた。 



耳鳴に対する抗うつ薬の効果の検討 

 

静岡赤十字病院 耳鼻咽喉科 和佐野 浩一郎 

 

 耳鳴はうつ・不安などの苦痛ネットワークにより増強されることから、苦痛ネットワー

クを制御することにより耳鳴による苦痛を制御できると考えられる。 

 今回我々は耳鳴を主訴に当院受診した 28症例に対し、通常の指示的カウンセリングを行

った後に、抗うつ薬を投与した。用いた薬剤は SSRI(Paroxetine、Escitalopram)、

SNRI(Duloxetine)、NaSSA(Mirtazapin)であり、THI(耳鳴による生活障害度)、HADS(不

安・うつ)、VAS（大きさ、苦痛度）といった各質問紙を用いて治療効果判定を行った。補

聴器、サウンドジェネレーターにて音響療法を施行した患者は除外した。 

 結果は、投与開始 1～2 週後の再診時にすべての評価項目で有意差を持って改善を示し、

1～2 か月後におおむねプラトーに達し、その後も増悪することなく維持された。症状が落

ち着いたのち、3～6 か月で投薬終了とした。副作用に関しては便秘などの消化器症状や眠

気を認めたが、緩下剤の投与や用量調節によりコントロール可能であり、投与中止となっ

た症例はなかった。 

 減量により症状増悪したため投薬が 6 ヶ月を超えた症例を 3 例、投薬終了後に再燃し投

薬再開した症例を 2 例経験したが、17 症例で特に問題なく投薬終了し症状再燃を認めてい

ない。 

 従来の指示的カウンセリングに加えて、短期間適切な抗うつ薬を投与することが、耳鳴

に対する寛容を促進することができる可能性が示唆される結果ではないかと考えられた。 



聴覚過敏に対する抗うつ薬の治療効果 

 

大石直樹 1、和佐野浩一郎 2、小川 郁 1 

1 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科 

2 静岡赤十字病院耳鼻咽喉科 

 

 聴覚過敏は、耳鳴と並ぶ代表的な聴覚異常感であるが、その発症機序の解明、評価法の

確立、および治療法の開発のいずれもが遅れている。その中でも特に治療については症例

報告すらわずかに存在するのみで、治療法に関する系統だった報告は極めてまれである。

これまでに有効とされた治療法は、耳鳴に対する TRT と同様の考え方に則った音響療法、

および認知行動療法であり、いずれも十分なエビデンスを有してはいないものの、海外を

中心に用いられつつある。しかしながら、音響療法は耳鳴患者に施行する場合よりも難易

度が高く、補聴器や Noise generator (NG)などの治療機器に習熟した言語聴覚士などとの

協同診療体制が不可欠である。また、認知行動療法においては、「ヘッドホンなどで日常生

活において耳を常時覆ってしまうような行動を避けるべきである」といった一般的な患者

指導は、多くの耳鼻咽喉科医によって行われることは可能であり有効であるが、さらに踏

み込んだ心理治療を行うためには、やはり熟練した臨床心理士との協同診療体制が不可欠

である。したがって、聴覚過敏に対する音響療法、認知行動療法はともに一部の医療機関

でのみ施行可能な治療法となってしまう恐れがあり、聴覚過敏を訴える患者数の多さを考

えると、治療法としてより汎用できる可能性のある薬物療法への期待は大きい。 

 そこで今回、耳鳴への治療応用がすでになされている抗うつ薬に着目した。抗うつ薬の

一種である選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）による耳鳴患者への治療効果につ

き我々は以前報告したが、耳鳴よりもさらに中枢性の関与が強いとされる聴覚過敏症に対

しても、抗うつ薬が有効な症例が存在する可能性があると考えた。抗うつ薬としてセロト

ニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）を投与した聴覚過敏症 3症例、および

SSRIを投与した聴覚過敏症 3症例の臨床経過を提示し、抗うつ薬の聴覚過敏に対する有用

性について検討したい。 



教育講演 



不眠・不安・抑うつのマネジメント 

 

冨田真幸 

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室 

 

うつ病や不安障害、不眠症の患者が、症状に対する知識・認識の不足や抵抗感もあって

精神科を受診せず、身体科を訪れることは決してまれではない。最初に訪れる診療科とし

ては、内科、婦人科、耳鼻咽喉科などの割合が多く、精神科はけっして多数派ではない。 

近年、選択的セロトニン再取込み阻害剤（selective serotonin reuptake inhibitor; SSRI）

など、精神科医でなくとも比較的使いやすい薬剤が普及していることは、これらの患者に

とって好ましいことであると同時に、身体科の医師にとっても、今後向精神薬に関する知

識を深める必要性が、ますます増えていることを意味する。特にわが国においては、向精

神薬の過剰処方が問題視されており、まずは向精神薬による薬物療法を行うべき患者かど

うかを、最初に十分吟味しなければならない。 

 身体科における使用頻度の高い向精神薬は、SSRIをはじめとした新規抗うつ薬と、ベン

ゾジアゼピンを中心とした抗不安薬、睡眠薬である。 

新規抗うつ薬は、三環系抗うつ薬などの古典的薬剤と比較して重篤な副作用が少ないこ

とが最大の特徴であるが、一方で嘔気・下痢などの消化器症状や、投与初期に生じやすい

とされるアクチベーション（症候群）、減量・中止時に生じる退薬症候群について、十分に

理解したうえで使用することが望まれる。 

ベンゾジアゼピンは 50 年以上にわたって睡眠、抗不安薬として広く使用されているが、

乱用、依存などの問題が常に指摘されている。その中心となる常用量依存（臨床用量依存）

という概念について理解することが、処方、減量、中止を検討する際に役立つ。非ベンゾ

ジアゼピンと称される新しいタイプの薬剤も登場しているが、ベンゾジアゼピンを凌駕す

るような存在にはなっていないため、現時点においてはベンゾジアゼピンをうまく使いこ

なすことが求められる。 



特別講演 



ストレスと下垂体後葉ホルモン 

 

尾仲達史 

自治医科大学 医学部 生理学講座 神経脳生理学部門  

 

古典的には、下垂体後葉ホルモンであるバゾプレシンは腎臓に作用し体液浸透圧と体液量

のホメオスタシスを保つ働きをし、オキシトシンは子宮筋と乳腺に作用し出産と射乳を担

っていることが知られている。 

近年、オキシトシンをヒトに投与すると、相手に対する信頼感が増えることが報告され、

注目されている。このオキシトシンとバゾプレシンの遺伝子は、進化の過程で遺伝子重複

によりできたと考えられている。オキシトシンとバゾプレシンの類似ペプチドは幅広く動

物界に存在している。線虫にも存在しており、摂食に関連した学習行動と、生殖行動に関

与していることが示されている。従って、社会行動の制御がその根源的働きである可能性

が考えられる。実際、哺乳動物（スナネズミ）においても、オキシトシンとバゾプレシン

が雄雌のつがいの形成に重要であることが示されている。 

一方で、オキシトシンあるいはバゾプレシンを産生するニューロンは、ストレス刺激が加

わったり、摂食することによっても活性化されることが分かってきた。さらに、バゾプレ

シンとオキシトシはストレス反応を修飾し、摂食を終了させる働きがあることも示されて

きている。 

このようにオキシトシンとバゾプレシンは古典的な分娩、授乳、抗利尿作用のみならず、

ストレス、摂食、そして社会行動の修飾という多彩な働きを持つ。本講演においては、バ

ゾプレシン産生ニューロンあるいはオキシトシン産生ニューロンを活性化するための神経

回路と放出の機構、そして、作用について概説してみたい。 



memo 

 


