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緒 言

1936年Croweに より鼻咽腔 のラジ ウム照 射が発

表 され て以来,主 として米国に於て広 く試用 され,

本法が鼻咽腔 リンパ組織に由来す る耳疾患の治療法

として優れてい るものたる事を報 じてい る.私 は前

編に当科のBetter hearing clinicに 於ける本 法の

治療成績に検討 を加 えた結果,本 法が種々の治療で

治癒 し得ない小児の耳管狭窄症 に対 して優れた治療

法であ ると述べたが治療効果の判定,治 療法 の改善,

放射線による障害の予防に対 しては更に遠隔成績の

検査が必要 であ ると考えられ る,之 に就 いては既 に

米国ではCrowe教 室に於いて組織的 な検査 が行わ

れ, Guild, Loch&Fischer, Bordley&Hardyに

より発表 されてい るが,我 国では本法の歴史 も比較

的新ら しく,報 告 も少数で,遠 隔成績については未

だ報告 を見ない.此 度私は本法によ り治療された患

者について副作用の有無,再 発の状況並びに治療後

の聴力を主目的 とし,併 せて鼻 咽腔鏡所見及び耳管

通気度の変動を,2～6年,平 均4.1年 後に再検査

し得たのでその成績を茲に報告する.

検査対象並びに検査方 法

前編に述べ た治療患者中治療後2年 以上経過 した

患者 中再検査 し得た110耳 の性別は,男 子63耳,女

子47耳,年 令は初回治療時5～15才,平 均8.2才,再

検査時8～18才,平 均12.4才,治 療後再検査時迄 の

経過年数は2～6年,平 均4.1年 である.

聴力検査は治療前,治 療後 の検査 と同一の 方法,

即ち2Aオ ー ジオメーターを用い,防 音室内で同一

耳 に下降法,上 昇法 を3回 宛繰返 し行つて最小可聴

閾値を決定 した,こ の際 片 側 難 聴 耳 には健側耳を

White noiseで 遮蔽 し,耳 垢栓塞は検査 前に除去 し

た.鼻 咽腔 所見の検査 には鼻咽腔鏡 を使用 し,耳 管

通気度の測定はPolitzer氏 法 に従い 水 銀柱の水銀

の高 さをmmで 測定 した.

検 査 成 績

副作用

副作用を検査するために,鼻 咽腔鏡を使用 し,耳 管

咽頭 口附近 を精査 したが,ラ ジウム照射に よる火傷

の結果生ずる瘢痕收縮,異 常牽 引或は潰瘍,腫 瘍形
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成は全例 に於いて1例 も発見 し得なかつた.

再 発

前章に述べた110耳 の検査対象 の中,治 療後正常

聴 力に恢復 した77耳 の再検査時迄 の再発につ き,そ

の頻度,聴 力の変動,再 発迄 の期間,再 発後の治療

の状態について検討 した.

1)再 発頻 度

第1表 に示す如 く,再 発頻度は,治 療前の会 話域

の平均聴力 が30db未 満(A群), 30db以 上(B群)

とし, A群 は57耳 中再発11耳(19.3%), B群 は20

耳中11耳(55%)で, B群 において著 しく高率を示

している.全 体では77耳 中22耳28.5%で あ る.

第1表　 再 発 頻 度

2)再 発耳の聴力の変動

再発耳の第1回 の治療前,後 及び再発時の会話域

の平均聴力損失 は第2表 の如 くであ り,再 発時の聴

力損失は治療前 のそれよりもA群 で1.5db, B群 で

は13db少 い.

第2表　 再発耳の聴力の変動

3)再 発時の聴力分布

再発耳 の第1回 治 療 前 の平 均聴力(会 話域)を

30db未 満 の もの と30db以 上 とに 分 け て,之 等が

一旦治癒 した後,再 発を起 した時の聴 力をみ ると第

3表 の如 くであ り,治 療前30db迄11耳 が再 発時に

は17耳 に増 加 し, 30db以 上11耳 は5耳 に減少 して

い る.治 療 前30db迄 の1耳 は再発時に治 療前より

も増悪 してい る.

第3表　 再発時の聴力分布

4)再 発迄の期間

治癒後再発迄 の期間は第4表 に示す如 く, 6月 以

内11耳, 6月 以上1年 半迄4耳 である.他 に再発を

自覚 しなかつた ものが7耳 あ る.

第4表　 2～6年 間の再発状態

5)再 発後の治療

再発後の治療の状態は第5表 に示す如 く,再 びラ

ジ ウム治療を行 つた9耳 中9耳,そ の他の治療の6

耳中4耳 が治癒 してお り,之 等はその後1年 米以上

再 発をみていない.難 聴無自覚 のため放置していた

ものは7耳 であ る.

第5表　 再発後 の治療

鼻咽腔鏡所見

鼻咽腔鏡検査 を照射 前 及 び再 検 査 時に行い得た

102耳 につ き耳管入口部 所 見 を正常,浮 腫状,顆 粒

状,結 節状及び残存アデノイ ドに5区 分し,治 療前,

再検査時の所見を比較す ると第6表 の如 くである.

正常は3耳 より69耳に浮腫 状は20耳 より21耳に,顆

粒状は42耳 より3耳 に,結 節状は6耳 より1耳 に,

残存アデノイ ドは31耳 より8耳 となつている.

第6表　 耳管咽頭 口鼻咽腔鏡所見

耳管通気度

耳管通気度をポ リツエル氏法 に従い測定 し,こ の

場 合, 50mmHg以 上 を(〓 高 度 狭窄) , 30mmHg

以上を(+軽 度狭窄), 20～30mmHg迄 を(± 正常)

とし,治 療前,再 検査時 についてみ ると第7表 に示

す 如 くである. (±)は 治療前0耳 より再検査時60耳

に, (+)36耳 より18耳に, (〓)44耳 より2耳 となつ

ている.



小児耳管狭窄症に対す るラジウム治療に関す る研究 305

第7表　 耳 管 通 気 度

聴 力

1)各 周 波数に於け る最小可聴閾値 の分布

全検 査耳 の治療前の聴力を オージオグラムによ り

各周波数別 に耳数 を 見 る と第8表 の如 くである.

 20db以 上の難聴耳は会話 域 に 多 く,高 音域,低 音

域に少い.会 話域に 於 では, 20～30dbの 難聴耳が

最 も多い.之 等 の治療後の耳数 は第9表 に示 す如 く

であり, 0～15dbに 属 する耳数が著 しく増加 してい

第8表　 治療前聴力分布

第9表　 治療後2-5週 聴力分布

る.更 に治療後2～6年 の再検査時の聴 力は第10表

の如 く, 20db以 上の難聴耳が治 療 後の夫れ よりも

僅かに増加 しで いるが}第10表 の0dbに 属す る耳

数は増加を示 している

第10表　 治療後2-6年 聴力分布

2)各 周波数 に於ける平均聴 力(db)の 変動

治療前,治 療後,再 検査時の各周波数に於け る平

均聴力 の変動は第11表 に示す如 くであり,再 検査時

の聴力は治療後の聴力よりも僅 かに良好である.

第11表　 会話域に於け る平均聴力

3)治 癒率

治癒率及び之を治療後の成績 と比較す るために,

会 話域の平均聴力を0～15db, 16～29db, 30db以

上 に分けて,そ の耳数 を見 ると第12表 の如 くであ り,

 0～15dbを 正常聴力 とすれば,正 常耳は,再 検査時

には110耳 中91耳(82%),之 を 治 療 後の成績77耳

(70%)と 比較すれば14耳(12%)の 増加 であ る.

第12表　 治 癒 率
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4)難 聴 度別聴力変動

各程度の難聴耳が本治療により夫 々如何程恢復 し,

更に再検査時迄に如何に維持 されて来たか,そ の状

態を知 るた めに,全 患耳 を2群 に分ち,治 療前に会

話域の平均聴力が30db未 満 の もの をA群, 30db

以上をB群 として, A群76耳, B群34耳 について見

ると,第1図 に示す如 くであ り, A群 に於ては76耳

中57耳 が正常に迄恢 復し,そ の91%の52耳(こ れに

は再発後治療によ り治癒 した6耳 を含む)が 再検査

時迄保持 されてお り,治 療後 変動を見なかつた19耳

中22耳(63%)は 更 に正常域に恢復 している. B群

34耳 では正常聴力に恢復 した20耳 中16耳(80%)(再

発後治癒 した7耳 を含む)が 再検査時迄保持 され て

いる. 16～29dbに 迄恢 復した12耳 では10耳(83%)

が更に正常に迄恢復 している.

第1図　 難聴度別聴力変動

A群　 B群

5)難 聴度別聴力恢復度

前項 のA群, B群 の会 話域の平均聴力の変動は第

13表 に示 す 如 く,治 療 後2～6年 の聴 力 はA群

8.9db, B群10.7dbで 恢 復 度 は夫 々12.7db及 び

25.8dbでA群 よ りもB群 の方 が 大 であ る.治 療後

2～6年 の再検査時の聴力 と治療後の夫 れとの差 は

殆 ど見られないが之は治療後 の再発耳が成績を悪 く

してい るのであつて,之 等再発耳を除けば第14表 の

如 くであ り,再 検査時の聴力は治療後 の夫 よりも,

 AB両 群共略 々3dbの 上昇 を見る.

第13表　 難聴度別聴 力恢 復度(会 話域)

第14表　 非再発者の聴力恢 復度

総括並びに考按

私は小児賭 狭窄症に対 するラジ ウム治療の効果

を知 るために,我 教 室のBetter hearing clinicで

摘発 した5～15才 の耳管狭窄症患者中,種 々の治療

で治癒 し得ず,最 後 にラ ジ ウム治療(1側33mg ,

時,之 を7日 間隔で3～4回 照射1ク ールとし通常

1ク ール)を行つた患者 中2～6年
,平 均4.1年後に

再 検査 し得た110耳 につき,その遠隔成績を検討した.

先づ問題 となるのは,放 射線が,患 者に対する障

害である.私 は之を知るために鼻咽腔鏡 を用い,耳

管 咽頭 口附 近を検査 したのであるが,該 部には瘢痕

による異常牽 引,鼻 咽腔粘膜の萎縮,腫 瘍或は潰瘍

形成,そ の他の異常は認められなかつた.又 自覚的

に も該部 の乾燥感を訴えた例はなかつた. Crowe等

は50mg Monel Metal Applicatorを12分 間使用し,

彼が1924年 以来治療 した数千人の患者を10年 或は15

～20年 間観察 して,そ の内1人 も障害を被つてない

と述べ,彼 の標準使用 の安全性を指摘 した.之 に反

しSchultz & Robbinsは ラジ ウムによる照 射後壊

死の症 例を発表 し,照 射量は一律になさるべ きでな

く,個 々につき注意 して照射 されねばならぬと述べ,

 Ledererは 標準方法で技術的に熱練 されれば危険性

はない と述べた.之 等 は何れ もβ及び γ線照射を行

つたものである.我 が教室の照射方法では 白金容器上

が用い られた ラジウム針に更に真鍮製アプ リケータ

ーを使用したためにβ線は殆んど吸收せられ
,上ため

に上皮附近に於ける傷害は起らなかつたものと考え

られる.

次に再発であるが,第1表 に示す上如く,治 療によ

り正常聴力に恢復 した77耳 中,観 察期間中に再発が

22耳(28,5%)あ り,治 療前の難聴が軽度であつた

57耳 中11耳(19.3%),中 等度以上 の難聴20耳 中11

耳(55%)で あ り,後 者に於い て再発は著 しく高率

を示 した,再 発の際の難聴 の程度を知 るために,治

療前後及び再発時 の難聴の程度を比較 した結果は第
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2表 に示す於 く,難 聴の程度 に拘 わらず何れ も治療

後の平均並 びに再発時の平均は夫 々略々同程 度を示

し,中 等度以上の難聴 では再 発時には治療前 の聴力

に比 べて13db軽 度 であつた.更 に再発時と第1回

治療前の難聴をその程度によ り分けて耳数をみる と

第3表 の如 く,軽 度難聴 より増悪 した ものが1耳 あ

ったが,軽 度難 聴は第1回 治療前11耳 よ り17耳に増

加 し,中 等度以上は11耳 よ り5耳 に減少を見た.即

ち之等の事 から再発の際の難聴の程 度は第1回 治療

前 よりも軽度である事 が分 る.治 療後難聴耳再発迄

の期間は第4表 に示す如 く, 6月 以内が11耳, 6月

～1年 半が4耳,再 発を自覚 しなかつた ものが7耳

であつた.之 等再発老の再発後の治療の状態は第5

表に示す如 く,再 び ラジウム治療を行 うことにより

治癒 してお り,此 等はその後1年 半 以上再発を見な

かつた.以 上要約 して難聴の再発は高度難聴老に多

いが.再 発時 の難聴の程度は第1回 治療前 よりも軽

度であ る.再 発は一般 に6月 以内に起るが6月 以上

1年 半位で も起 り得 る.再 発耳には再 びラジ ウム治

療が有効であると考えられ る.さ きに水河 ・金滝 ・

靑木 ・著者は本治療を行つた患者48耳 について3～

6月 後に20.8%,更 に1年 ～1年 半後に59耳 につい

ては32.2%の 再発をみたが,今 回私 の2～6年 後の

77耳についても同傾 向を示 した.難 聴再発の原因 と

して問題とな るの は,リ ンパ組 織 の再 生 である.

 Crowe, Loch & Fischerは 之に対 し定 期的検査 及

び反復照射 の必要を述 べたが,米 元は1ク ール照射

後の鼻咽腔 リンパ組織 の組織検査に より,リ ンパ組

織は放 射感受性が大 であ る反面再生能力 も亦大であ

ると述 べてい る.従 つ て症状の再発 も当然起 り得 る

と考えられ,再 発が6月 以上 でも起 ることは治療上

注意すべきことであつで,治 療後長期間 の管理及び

再発の場 合には反復 して照射を行 うことが必要 と考

えられ る.

耳管 の状態を知 るために鼻咽腔鏡検査及び耳管通

気度の測定 を行つた.耳 管咽頭 口所 見は第6表 に示

す如 く,治 療前及び再検査時に検査 し得た102耳 で

は,再 検査時には正常は3耳 より69耳に増加 し,顆

粒状は42耳 より3耳 に減少 し,初 め残存アデ ノイ ド

を有 していた31耳 は再検査時には8耳 に過ぎず,所

見 は著 しい良転が見られた.耳 管通気度 を測定 し得

た80耳 では,第7表 に示す如 く,正 常通気度耳は0

より60耳に増加 し,高 度狭窄耳 は44耳 よ り2耳 に減

少 し,通 気 度 に於 て も同樣 に良 転が見られた.

 Guild, Loch & Fischer, Bordley & Hardyは ラジ

ウム照射後の遠隔検査の結果何れ も同樣に耳管入 口

部 の リンパ組織の増殖や浮腫が減退 し,著 しい良転

を認めた.且 この良 転は照射を行わなかつた対 照群

に比 し著し く大であった と述べている.か かる耳管

機能の著 しい恢復は,耳 管 の通気性 に悪影響を与 え

ていたと考えられ る リンパ組織の増殖或は腫脹が ラ

ジウム照射により消退或は縮小され,且 年長児に於

ては,成 長に伴 う リンパ組織の生理的萎縮 と相俟 つ

て耳管の通気性が歓復 されたものと考えられ る.

聴力の状態を知るために,名.周 波数に於ける閾値

の分布及び平均聴力,会 話域に於け る治癒率並びに

各難聴度に於け る聴力の変動を治療前,治 療後及び

再検査時について検討 した.

各周波数 に於け る閾値の分布は第8, 9, 10表に示

す如 くであ り,会話域に於ては治療前 には20～30db

の難聴が最 も多 く,治 療 後で は0～15dbに 属す る

耳数が著し く増加 し,再 検査 時 では20db以 上の難

聴耳が治療後のそれ よりもやや増 加を見たが,0db

に属する耳数は更に増加 し,平 均聴 力に於ても第11

表に示す如 く,再 検査時には治療後 よりも僅かに良

好であつた.会 話域に於け る平均聴力につい てみ る

と(第5表),0～15dbに 至った ものを 治 癒 とすれ

ば,治 癒は110耳 中91耳 治癒率82.7gbで 治療後の成

績77耳70%と 比較す ると12%良 好であつた.更 に本

治療により獲得された聴力が,再 検査時迄 にどれ程

維持 されて来たかを知るために,難 聴の程度によ り,

その変動を見ると第1図 に示す如 くであ り,軽 度難

聴耳(A群)76耳 では治療後57耳 が正常聴力に恢復

し,そ の91%52耳 が再検査 時迄保持 され,治 療後変

動を見なかつた難聴児19耳 中12耳(63%)は 更に正

常域に迄恢 復を見た.中 等度以上の難聴耳(B群)

34耳 では,正 常聴力に恢復 した20耳 中16耳80%が 再

検査時迄保持 され, 16～29dbに 迄 恢 復 した12耳 で

は10耳 が更に正常に迄恢復 した. A, B両 群の平均

聴 力の変動をdbで 表わす と第13表 に示す如 くであ

り,治 療後2～6年 の再検査 時には何れ も10db前

後 となつてお り,従 つて高度難聴耳 の方が軽 度難聴

耳 よりも恢復度は大であつた.再 検査時 と治療後の

聴力 とは殆ん ど差が見 られ ないが,之 は再発耳が成

績を悪 くしているのであっ て,之 等を除けば第14表

の如 くであ り,治 療後 よりも再検査時の方がAB両

群共略々3dbの 上昇を見た.

Guild, Bordley&Hardy等 は遠隔検査 により,

思春期以後の リンパ組織 の猛理的萎縮を考慮 に入れ

て も,ラ ジ ウム照射は耳管性難聴に対 して明かに効
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果があつた と述 べている.私 の遠隔検査 も同樣に ラ

ジウム照射が有効であつた事 を証明す るものであ る,

聴力像 に於 て再検査時 の遠隔 成績が治療後 の成績 よ

りも優つている点については,治 療後 の聴力検査 で

は,相 当長期間閉塞 されていた耳管 が,ラ ジ ウム照

射に より耳管壁並びに耳管咽頭口附 近の リンパ組織

を萎縮 せ しめ,そ の通気性を恢復し,中 耳腔 の状態

も漸次正常 に恢復 しつつあ る時期に於 て聴力検査が

行われた ものであ り,そ の後 再発を起 さずに治癒に

向つた ものは,耳 管並 びに中耳腔の状態が完全に正

常 に迄恢復 しているために再検査時には聴力の上昇

を見た もの と考えられ る.而 して,こ の耳管の通気

性 の恒久的な恢復には小児 の成長に伴 う,思 春期以

後 のアデ ノイ ド並びに リンパ組織の退 化,衛 生管理

の発達並びに体力の増強による上気道感染の減少等

の 自然的衛生環境の改 善がラジ ウム治療の効 果と相

俟つて重大なる要素 となつてい ると考えられ る.

以上,副 作用,再 発,聴 力の恢復か らみて小児耳

管狭窄症に対す るラジウム治療 は極めて有効且つ適

当な療法である ことが分つた.

結 語

岡山大学医学部耳鼻咽喉科教室 のBetter hearing

clinicで 摘 発 した学童の耳管狭窄症患者中,種 々の

治 療 で 治癒 し得 ず,最 後 に ラジ ウム治療(1側

33mg.時,之 を7日 間隔 で3～4回 照射1ク ール と

し,通 常1ク ール)を 行つた患者277耳 について,

 2～6年,平 均4.1年 後に再検査 し得た110耳 につき

そ の遠隔成績を検討 し次の結果を得た.

(1)鼻 咽腔鏡に より耳管咽頭 口附近を検査 したが,

 2ク ール行つた患者に於ても,瘢 痕等はな く,自 覚

的にも乾燥感等 の副作用 は認められなかつた.

(2)観 察 期間中に再発が22耳 あ り,之 等は治療前

に軽度難聴であつた57耳 中再発11耳,中 等度以上の

もの20耳 中11耳 であつた(第1表),再 発22耳 中には

治療に より治癒 し再検査時迄1年 半 以上再発を見な

かつた13耳 及 び無 自覚 のため放置 していたものが7

耳 あつた(第5表).再 発迄 の期間 は6月 以上1年 半

位で も来るが(第4表),難 聴の種度は第1回 治療前

よりも軽度であつた.(第2, 3表)

(3)鼻 咽腔鏡による耳管咽頭 口所見は,治 療前正

常3耳 より再検査時69耳 に,浮 腫状20耳 より21耳に,

顆 粒状42耳 より3耳 に,結 節状6耳 より1耳 に,残

存アデ ノイ ド31耳より8耳 と著 しい良転をみた(第

6表).

(4)耳 管通気度は,正 常は治療前0耳 より再検査

時60耳 に増加 し,軽 度 狭窄 耳36耳 より18耳に,高 度

狭窄44耳 より2耳 に減少 した(第7表).

(5)2～6年 後の再検査時の聴力は,会 話域の平

均値 についてみ ると,治 療前 の難 聴が21.6dbで あ

つた群(76耳)と36.5dbで あつ た群(34耳)で は

夫 々8.9dbと10.7dbで あつた.従 つて軽度難聴者

よ りも高度難聴者 の方が恢復度 は大でありたといえ

る.

又治療後 と比べると,各 振動数におけ る閾値の分

布図に よつても,同 樣に再検査時の方が治療直後よ

りも優 つていた.

稿を終 るに臨み,御 指導,御 校閲 を賜つた恩師高

原滋夫教授に深甚の謝 意を表 します.

(本論文の要 旨は岡山医学会第65回 総会,日 本耳

鼻咽喉 科学会第57回 総会,同 学会第73回,第76回,

第77回 中国地方会 に於 て発表 した)
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Study of Nasopharyngeal Irradiation for Tubal Stenosis in Children

Report 2.

Results of Follow-up Studies (110 ears) for the Duration

 of Two to Six Years after the Radium Therapy

By

Motoshige Takeuhi

Department of Oto-Rhino-Lrayngology Okayama Univesity Medical School
 (Director: Prof, S, Takahara)

By carrying out follow-up examinations for the period ranging from two to six years after 
the radium therapy, the author obtained the following results.

1) In the examination around the nasopharyngeal regions by nasopharyngoscopy no sear 
formation could be recognized even in the cases given two rounds of the treatment and likewise 
no subjective complaint as a side-effect such as feeling of driness was revealed.

2) During the course of follow-up examinations there occurred 22 relapses (28.6%) out 
of the 77 ears. In the majority the relapse occurred generally within six months after the 
treatment, but in some it occurred after more than six months to one and a half years 
afterward.

3) As for the findings concerning the conditons of the auditory tube in the examinations 
either by nasopharyngoscopy or of the patency of the Eustachian tube, all showed a marked 
improvement.

4) Concerning the hearing recovery at the time of re-examinations conducted during the 

periods from two to six years after the treatment, severe cases showed a morn marked impro
vement rather than the mild cases. Of them the majority revealed the average hearing loss 
of about 10db in speech range. Furthermore, these re-examined cases revealed a better hearing 
recovery than the recovery obtained at two to six weeks after the treatment.


