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聴力と難聴

文責内科 大塚伸昭

今回は前回のめまいに続いて聴力や難聴について解説する
r
以下に耳の基礎解剖を簡単に示す

①

耳は軟骨と皮膚から構成され、耳介と呼ぶ。それぞれ
の部位に左図のような名称が付けられている。

② 中耳 ③ 内耳
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外耳道は左図のように入り口は軟骨部で（外耳道の
1/2）
、骨部（外耳道の 1/2）に移行する。外耳道の長
さは前壁 36mm、後壁 24mm 程度である。
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②中耳は 1）鼓膜 2）鼓室 3）耳管よりなる。鼓室に
は鼓膜側よりツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨の 3 つの
耳小骨がある。
内耳は三半規管、前庭、蝸牛、蝸牛神経（聴覚）
、
前庭神経（平衡覚、位置覚）からなる。蝸牛神経
と前庭神経は合わせて内耳神経（第 8 脳神経）と
呼ばれる。神経学分野では内耳神経は聴神経と
呼ばれることの方が多い。

左図に鼓膜と耳小骨、三半規管、蝸牛のイラストを示す。鼓膜は厚さ約
0.1mm、約 9×8.5mm の楕円形である。

①
前庭窓
ツチ骨

耳小骨のアブミ骨は馬に乗るときの鐙
キヌタ骨の砧は

、ツチ骨は槌

キヌタ（砧）は昔衣類を洗濯してシワを伸ばすために使用。66 才の私でさえ、
子供の頃に実際に使っているところを見たことは無い。
蝸牛

アブミ骨

鼓膜

② 蝸牛窓

アブミ骨は蝸牛にある薄い膜の①前庭窓に結合している。アブミ骨の音
の振動がこの前庭窓から蝸牛内部のリンパ液を振動させる。リンパ振動
は②蝸牛窓からそのエネルギーが放出される。

左写真は鼓膜であるが、赤楕円の部分はツチ骨である。鼓膜の振動はツチ骨に伝え
られるが、ツチ骨とキヌタ骨は振子様運動をしてアブミ骨に振動を伝える。アブミ
骨はピストン運動や回転運動により蝸牛窓へ振動を伝える。これらのテコのような
作用で音圧は 1.3 倍程度になる。
また、鼓膜の面積に比べてアブミ骨が前庭窓と結合している部分の面積は 1／17
程度のため音圧は 17 倍になって伝えられるので、鼓膜の音圧は 1.3×17＝22 倍と
なって蝸牛前庭窓に伝えられる。
余談だが 4 年前に 1 年間健診センター長として勤務した大分市鶴崎の大分東部病院は年間 1 万人
以上の健診者が来たが、工場地帯でもあり騒音難聴などの健診のため鼓膜観察も必要であり、左
写真の耳鏡セットを購入した。現在も外来診察室に置いている。

眼底鏡

耳鏡

※上記健診センターは血液検査結果もすぐ出た。胸写や胃カメラ、エコー結果など診察室に
画像が送られてくるので健診者には総ての検査結果を当日私が説明できた。優秀な健診セン
ターであった。宮崎では検査結果が郵送されるが、当日検査結果を説明すれば、健診者には
2 次健診の必要性を詳細に説明できる。（単身赴任だったので 1 年で宮崎に戻って来ました！）

蝸牛はどのようにして音を脳に伝えているのか？
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左写真のカタツムリ（蝸牛）と本当によく似た人の蝸牛。人間の蝸牛のうずまきの数
は何回転か？というと 2.5～2.75 回渦を巻いている。右耳では右巻き、左耳では左巻
きとなっている。人間の蝸牛容積はわずか 0.5ml ほどである。こんな小さな器官が音
の高低、強さを脳に伝えるのだから驚きである。

左図は蝸牛縦断面である。蝸牛内部は 3 層構造になっている。
一番上が①前庭階、真ん中が②蝸牛管で、一番下が③鼓室階で
ある。

② 蝸牛管

① 前庭階

②蝸牛管の中を内リンパというリンパ液が流れていて①前庭階
と③鼓室階の中を外リンパというリンパ液が流れている。

② 蝸牛管
③ 鼓室階

① 前庭階

ラセン器
（コルチ器）

らせん器（コルチ器）の部分を拡大した組織図が図 2 である。
らせん器には①基底板がありリンパ液の振動で振動する。
この基底板の振動を②内有毛細胞や③外有毛細胞が感じ取って
（有毛細胞の傾きなど）蝸牛神経に伝える。

③ 鼓室階

蝸牛神経

②内有毛細胞

蝸牛神経

蝸牛管の中にらせん器（コルチ器）と呼ばれる器官がある。
らせん器には感覚有毛細胞や内リンパの振動で動く基底板など
がある。（コルチはイタリア人病理学者の名前）
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蓋膜

らせん器はどんな風にして音の高低を感じているのか？

③外有毛細胞
指節細胞など

音の強弱は基底膜の振動の強弱で理解できるが、音の
高低はどうやって感じているか？→基底膜は蝸牛の基
底部（底の方）が幅は狭い。逆に蝸牛の頂上が幅広く
なっている。ハーモニカのリード同じ理屈で、幅広い
基底板の振動では音が低くなり、幅狭い基底板の振動
では音が高くなる。

①基底板

柱細胞

図2

らせん器（コルチ器）の拡大組織図

つまり、蝸牛の底辺部は高い音を感じ、頂上に行くにつ
れて低い音を感じている！人間の体は良く出来ている！

聴力検査で使われる dB(decibel;デシベル)とは？
電話の発明者 A.G.Bell にちなんで名付けられた音の強さがベルだが、その 1/10 の音の強さが dB(デシベル)
正常な人が聴くことの出来る最小の可聴閾値を 0dB としている。10dB というのは正常な人がやっと聞こえる音の
10 倍のエネルギーを持った音という事になる。dB は対数計算されるので（下に計算式を記載）20ｄB の
音は 10dB の 2 倍の強さの音では無く 100 倍の強さ、30ｄB は 10ｄB の 3 倍の強さの音では無く 1000 倍の音の
強さである。
測定は通常 125Hz～8,000Hz までの 8 種類で行われるが、健診（雇い入れ時を含む）では低い音として 1000Hz､
高い音として 4,000Hz が使用され、いずれも 30ｄB 迄で聞こえれば OK と通常は判断している。
ゼロ

ｄB の計算式（昔学校で習った数学を思い出してみてください）。
ある周波数における正常な人の最小可聴閾値（やっと聞ける音の強さ；エネルギー）を I0 とする。ある強さの音
を IX とすると
Ix
音の強さ（ｄB）=10×log

I0
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難聴

外耳～中耳伝音系（鼓膜や耳小骨障害など）による難聴を伝音性難聴と呼ぶ。蝸牛神経以上の中枢障害による
難聴を感音性難聴と呼ぶ。伝音性、感音性難聴の両方がある場合を混合性難聴とよぶ。
難聴による身体障害程度等級は 2～6 級まである（聴覚障害のみでは 1 級は無い）。両耳聴力が 100ｄB 以上
（両耳全聾）､重度難聴が 2 級。6 級は両耳聴力 70dB 以上、或いは一側聴力 90dB 以上、反対側 50dB 以上。
※70dB の障害では大声で無いと通じない。71～100dB 障害では会話は殆ど不可能で耳元に口を付けて話す必要
がある。聴力障害手帳交付者は全国で約 36 万人。

突発性難聴
50 才代の患者数が多いが、中耳炎などの既往も無い健康な人に突然発症する。内耳のウイルス感染や血流障害が
考えられているが、原因は不明。原因不明の病気は特発性と名付けられる事が多い。突然発症する原因不明の難聴
なので長くなる病名だが特発性突発性難聴でも良いかもしれない（私個人の意見だが）。
年間約 2 万 5 千人の患者発生がある。片側が通常だが両側にも約 7％の頻度で起こる。難聴は感音性難聴で
耳鳴りが難聴出現時或いは前後して起こることが多い。めまいも出現する事があるがメニエル病のように繰り返す
事は無い。

老人性難聴
高齢になると 4000Hz 以上の高い音が聞き取りにくくなる。聴覚検査では 50 歳代か
ら高音域聴力が明らかに低下してくる。通常の健診では高い音は 4000Hz しか検査
しないので自覚しにくいかもしれない。
老人性変化は中耳、内耳、中枢神経のいずれにも生じるが、特に 2 頁でも説明した蝸牛
らせん器の萎縮などによる聴力障害（有毛細胞の萎縮、消失など）が原因となることが
多い。

騒音性（職業性）難聴と音響外傷性難聴（スマホ難聴やロック難聴）
②内有毛細胞
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③外有毛細胞

柱細胞

指節細胞など

① 基底板
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騒音難聴の原因になるのは多くの場合 2 頁でも説
明した蝸牛のらせん器の中にある感覚細胞である
有毛細胞が消失することによる（左図の②内有毛
細胞と③外有毛細胞）。
騒音成分の中では 3000Hz 以上の高音成分のほうが
低音より内耳を障害しやすい。

ロック難聴とは古い名前の病名だと思うかもしれないが標準病名として音響外傷性難聴に
記載されている。スマホ難聴も標準病名となっている。強大な音響を持続して聴いている
と動物実験では内耳出血や上図 2 の基底板からの細胞の剥離やらせん器の破壊などが見ら
れる。

