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本邦および当科の人工内耳手術の推移

（日本耳鼻咽喉科学会ホームページより）

 

  

  

  

  

  

  

  

      

        ）   （     ）

当科の年間手術件数

高齢者

小児



低年齢での難聴診断と人工内耳手術が良好な語音聴取能に

静寂下 雑音下

Kruskal Wallis H-test and Mann-Whitney U-
test with Bonferroni correction

Kruskal Wallis H-test and Mann-Whitney U-
test with Bonferroni correction
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術時月齢 33.6±15.2ヵ月 CI装用期間 77.9±25.6ヵ
月



症例：20歳女性

•側頭骨CT：両側IP-II による先天性高度難聴

•両耳補聴器を装用、聴力変動があり100ｄBを超える時もあった

•聴力：右81.3ｄB、左90.0ｄBで左人工内耳植え込み術

•学校は小学校から高校まで地域の普通学校で現在大学生

• その後聴力悪化 最終聴力 右聾、左111ｄB

•人工内耳装用閾値 23.8ｄB 最高語音明瞭度 100％





Common cavity 奇形内耳
に挿入した人工内耳電極

正常形態内耳：3D-MRI

症例：1歳 女児 内耳奇形による両側先天性高度難聴

Common cavity 奇形内耳

(Sennaroglu and Saatci, 2002)



10年後



 

 

神戸難聴患者サロン 

ー難聴者の友達の輪を広げたい 情報交換をしたい方のための交流の場ー 

第１回 人工内耳で楽しくお話しよう  

 

参加人数（     名）※付き添いの方も記名してください 

氏名（             ）（   歳） 

氏名（             ）（   歳） 

氏名（             ）（   歳） 

 

テーマ：お互いを知ろう 
 

人工内耳装用している方

同士でお話してみましょ

う。 

 

体験談を話しましょう。 
 

日頃疑問に思っているこ

とをたずねてみましょう 
 

 

 日時：2018 年 11 月 27 日（火） 

11:00～12:00（受付 10：45） 

会場：神戸アイセンター Vision Park 

ポートライナー「医療センター」駅より徒歩１分 

対象：成人の人工内耳装用者 

人数：先着 10 名 

参加費：無料 

申し込み：言語聴覚士に FAX または手渡し 

神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科 言語聴覚士宛 

 FAX 番号：078-302-7537   締め切りは開催７日前まで 

神戸難聴患者サロン
ー難聴者の友達の輪・情報交換・交流の場ー

→毎月1回開催



総合聴覚センター
Comprehensive Ear and Hearing Center

内藤：「私の研究歴」 JOHNS 2021より

難聴対策推進議員連盟



• 研究用PET scanner
• fNIRS:光トポグラフィー
• 脳波：防音シールド室
• fMRI（今 度導入）



(Price C: cited in Essentials of Neuronal Science and Behavior, 1995)

いろいろな種類の言語処理をおこなう脳領域



成人の人工内耳使用者では聴覚野の活動が亢進する

(Naito et al. Hear Res: 2000)
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言語習得後失聴者：人工内耳で言語聴取 健聴者：言語聴取



術後３年 術後７年

先天性高度難聴小児が視覚的言語を多用すると聴皮質は視覚処理に分化

８歳で人工内耳手術を行った小児：筆談と読話でコミュニケーション

人工内耳でことばを聴く
母音: ３２%

子音: chance level

人工内耳でことばを聴く
母音: 35%

子音: chance level

読話（読唇）

(Naito et al. Adv Otolaryngol : 2000)



コミュニケーションモードにより脳機能の分化が異なる

5歳 男児 補聴器の装用不十分、身振り、手話でコミュニケーション

6歳 男児 2歳時に人工内耳手術、術後4年、ほぼ完全に音声言語で生活

L                          R

L                          R

(Fujiwara, Naito et al. Acta Otolaryngol : 2008)



話者の表情と言葉の知覚

音声言語の認知過程に視覚情報処理が組み込まれている



人工内耳小児では視聴覚統合機能が強化されている

(Tona, Naito et al. Int J Pediatric Otorhinolaryngol: 2015)

健聴者の視聴覚統合
(Nath, Beauchamp, 2012)

 工内耳  の脳活動
（読話時）



fNIRS:光トポグラフィーを用いた脳の検査

島津製作所
SMART NIRS

→難聴小児への応用について特定臨床研究

(Yamazaki et al. Hear Res : 2020)

言語性ワーキングメモリー
の可視化



「人工内耳は高齢重度難聴者の脳代謝と認知機能を
どのように改善するか」

文科省科研費（基盤研究C）

(Lotan, et al. IMAJ: 2020)
アルツハイマー型認知症の脳代謝

？

• 一人で外出したくない
• 人と話すのがつらい
• 家族に連れられ来診
• 説明してもぼんやり

人工内耳手術
1年程度で
語音聴取著明改善

• 行動範囲拡大
• 道で出会う人に挨拶
• 一人で病院に来診
• 明るい表情

18F-FDG-PET



地域

地域の難聴学級

特別支援

人工内耳装用小児の進学について

 学校
①地域 18名
②地域の難聴学級在籍 9名
③特別支援学校 11名（10名が聴覚特別支援学校）

中学校
①地域 16名
②地域の難聴学級在籍 8名
③特別支援学校 14名（13名が聴覚特別支援学校）

高校
①地域 18名
②特別支援学校 20名（17名が聴覚特別支援学校）

地域

地域の難聴学級

特別支援

地域

特別支援

47.4％
23.7％

28.9％

42.1％

21.1％

36.8％

47.4％52.6％



学校教員・医師以外の難聴・聴覚専門職の日米比較

日本 言語聴覚士（32,863名 聴覚専従は5％ 0.05人/人口1万人）
資格認定：厚労省

業務：音声・言語・聴覚障害の訓練、検査、助言、指導

平均年収：約350万円～450万円

米国 SLP: speech-language pathologist（154,360人 カリフォルニア州 2.6人/人口1万人）
資格認定：ASHA (American Speech-Language-Hearing Association)

業務：音声・言語・認知機能の評価、診断、指導、訓練

年収：44,690-95,000ドル

Audiologist（13,300人 カリフォルニア州 1.9人/人口1万人）
資格認定：ASHA, AAA (American Audiological Association)

業務：聴覚機能検査、聴覚管理（人工内耳、補聴器）、聴覚リハビリテーション

年収：55,590-123.100ドル

AVTist: Auditory Verbal Therapist（新しい職種 世界で約800人）
資格認定： The AG Bell Academy for Listening and Spoken Language

業務：聴覚活用療法、難聴児の親の教育・情報提供

難聴専門職の育成と雇用が課題



John Tracy Center: Los Angeles

•オージオロジストが開設

•難聴の幼 および就学前 童向けの私立非営利教育センター

•常勤職員32名（SLP 2-3名、Audiologist 2名、AVTist 4名、
聾・難聴教師3名、licensed coordinator 1名など）

•週5日、9－17時 、カウンセリング、親の教育

•難聴 と健聴 が一緒に教育されるinclusive教育

（健聴 の方が多い）

•聾・難聴教師の修士課程教育

（提携大学の課程1 ：豊富な症例と指導充実）

（厚生労働科研費：高橋研究班視察）





No Limits - for deaf children and families: Los Angeles
（厚生労働科研費：高橋研究班視察）



米国（ロサンゼルス）の難聴小児ロードマップ

新生児聴覚
スクリーニング
要精査

耳鼻咽喉科
オージオロジスト
が精密検査
医師が診断

州のEIP:
Early Intervention Program
連邦法による

自宅往診：週1－2回の
言語訓練

IEP:
Individual Education Plan
連邦法による
教育支援プログラム

3歳

年に1回以上のIEPチーム面談
現状把握、目標設定、支援決定
保護者、クラス担任、難聴教師
教育区(school district)代表
親の了解があれば、難聴センター
が教育区のデータベースを閲覧

補聴器・人工内耳の管理
教育上の配慮、補聴援助システム
書記、手話通訳、同時キャプション

※公立学校では人工内耳小児がクラスに1人程度で
孤立。手話使用など聴覚活用が不十分な例もある

報告



神戸市における難聴小児の教育と医療の経路

総合療育センター
普通幼稚園

医療機関：

神戸中央市民病院総合聴覚センター：高度難聴・補聴器/人工内耳

小学校 中学校 高等学校 大学

特別支援学校 筑波技術大学

普通学校・難聴学級
（神戸祇園小学校、湊翔楠中学校）

普通学校 普通大学

：紹介/申し送り





最終目標は難聴のこども達の自己実現



予備スライド



神戸中央市民病院小児人工内耳術時年齢の推移
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家庭・学校・医療機関・実社会を循環するサイクルが必要

医療機関：言語聴覚士・医師
医学的管理

聴覚・言語発達評価・指導

学校教育
集団生活・学習

+
聴覚/視覚言語使用

家庭
音声言語の反復使用

+
心理的基盤

実社会
様々な異なる状況での
音声言語の実地使用 (Robbins AM: 2009）



鈴木恵子：音声言語医学
47, 314-322, 2006より

補聴器装用
聴覚障害 
（重度難聴）
の長期経過

30代女性 読書力：高1以上
大学卒

家族の中で孤独-今も
障害受容困難
友人を求めて手話を
学び、初めてわいわい
話す楽しさを知った

30代女性 読書力：中1程度
職業訓練校卒

普通小でいじめ、聾学
校に移籍して初めて
言葉を知り勉強もわか
り友人もできた
普通高校でいじめ、今
の職場は理解あり、聾
者で会食

20代男性 読書力：高1以上
短大卒

孤独感は年少時から
長年慣れてきた
知識は読書から



高校卒業後の進学状況

大学進学：14名 (36.8％) 補聴器（鈴木）：29.4％ 一般：57.9％
平成30年度学校基本調査（文科省）

専門学校進学：2名 (5.3％)

高卒：22名 (57.9％) うち2名浪人中

聴覚サポートのある大学への進学者：4名
筑波技術大学2名、立命館大学1名、神戸学院1名

留学経験者：3名（いずれも短期留学）



症例：17歳男性（Ｎ氏）

•両側の先天性重度難聴

•補聴器を装用して地域の聾学校で療育を受けた

• 10歳 左 工内耳植え込み 施行

• 後も地域の聾学校に進学（当時は聾学校高等部生徒）

•写真部員として全国写真コンクールで「読売大賞」を受賞





Ｎ氏のその後

• CI装用閾値：0.25～4k Hz 45～50 dB

•語音聴取能： 母音80% 子音15% 文章0%

•語音弁別能： 0% （67S語表）

•発話明瞭度：３（読唇に長けた であれば、理解可能）

•電気系の会社勤務（勤続8 、それまで4回職場を変えた）

•難聴の妻との に授かった双子の女の子を育てていて、妻とは
 話で会話



職場ルポ．働く広場 2008, 6より



症例：2歳1か月男児 両側高度難聴

•新生 聴覚スクリーニング検査で両側要精査。兵庫県立こども
病院で精査の結果、両側高度難聴の診断を得て生後6か月から
両耳に補聴器装用開始。一定の効果は見られたが、両親が補聴
器で十分であるか心配で当科を受診

•補聴器装用効果は良好であったがその後聴力が悪化

• ASSR検査を実施し、右100ｄB、左100-110ｄBスケールアウト

•新版K式発達検査 DQ 138: C-A 132, L-M 138

• 2007 10月26日に左 工内耳植え込み を施行し、その後リ
ハビリテーションを継続し現在に至る



2021 春
18歳：大学医学部合格



光トポグラフィーを用いた人工内耳の調整

対側聴覚野

同側聴覚野
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短時 刺激後の脳血流変化理論値 (Talavage 2014)

  内耳奇形症例のグループ解析
(n=24)



高度難聴小児：読話中に頭頂葉と側頭葉の脳代謝が亢進する

側頭葉； 高度難聴小児では両側の聴覚連合野が賦活された

先天性高度難聴小児では読話で聴覚連合野が賦活(Naito, 2000)
先天聾児の高い側頭葉の代謝が聴覚活用で低下(Hirano, 2000)
先天聾児が成長すると側頭葉の代謝が亢進(Lee, 2001)

☞ 聴覚入力の欠如により本来の聴覚連合野が視覚言語処理領域へと分化

☞ 発達期の感覚の種類を超えた可塑性 (cross-modal plasticity) の現われ

(Fujiwara, Naito et al. Acta Otolaryngol : 2008)



Echo Horizon School

•幼稚園 （pre-school）から 学6 生まで、定員180名

• Inclusive教育を行う私立学校

•通常の教師と聾・難聴教師（6-7名）が在籍

•難聴 は全体の15％程度：1クラスに3－4 の難聴 

• IEP(Individualized Educational Plan)を実践していると認定さ
れ学区(school district)からIEP分の経済支援を受けている





No Limits
for deaf children and families

No Limits provides services for low-income school-age deaf 
children and their families :教育スタッフ15名

• Individual auditory, speech and language therapy

• Academic tutoring

• Literacy classes

• STEM (Science, Technology, Engineering, Math)

• Music, Theatrical Arts and Public Speaking 

• Leadership & Mentoring Academy for teens

• Parent Education and Family Support

• Audiological services (including loaner hearing aids)



神戸市立医療センター中央市民病院　耳鼻咽喉科　難聴患者サロン　年間計画案（毎月第4火曜日、奇数月：成人、偶数月：小児）

時間 11:00～12:00 時間 11:00～12:00
対象 成人人工内耳装用者 対象 成人人工内耳装用者
テーマ 人工内耳を活用して楽しくお話ししよう テーマ ①人工内耳新機種「ロンド2」の説明会と試聴体験
定員 先着10名 ②人工内耳機器のお手入れ方法

定員 先着10名
時間 11:00～12:00（①②）　12:00～14:00（③）
対象 小児人工内耳装用児と保護者 時間 11:00～12:00
テーマ ①ロジャーシステムについて 対象 小児人工内耳装用児（未就園児：0、1、2歳）、保護者

②人工内耳新機種「N7」と「KANSO」の説明会と試聴体験 テーマ ①人工内耳について
③クリスマス会 ②前言語期の関わり方とことばの発達について

定員 100名 定員 先着10名

時間 11:00～12:00 時間 11:00～12:00
対象 成人人工内耳装用者 対象 成人人工内耳装用者
テーマ 人工内耳新機種「N7」と「KANSO」の説明会と試聴体験 テーマ 人工内耳を活用して楽しくお話ししよう
定員 先着10名 定員 先着10名

時間 11:00～12:00 時間 11:00～12:00
対象 地域の幼稚園、保育園入園予定の人工内耳装用児、保護者 対象 人工内耳装用児、保護者
テーマ インテグレーションの注意点と実際 テーマ クラミングアクティビティに参加しよう！
定員 先着10名 定員 先着10名

時間 11:00～12:00 時間 11:00～12:00
対象 成人人工内耳装用者 対象 成人人工内耳装用者
テーマ 人工内耳と補聴機器を活用して楽しくお話ししよう テーマ 人工内耳を活用して楽しくお話ししよう
定員 先着10名 定員 先着10名

時間 11:00～12:00 時間 11:00～12:00
対象 新中学1年生の人工内耳装用児、保護者 対象 人工内耳装用児の保護者
テーマ 教科学習と情報補償について テーマ ①人工内耳について

～英語のリスニング代替方法や高校受験に向けて～ ②情報補償の種類と実際
定員 先着10名 定員 先着10名

第7回　2019/5/28

第11回　2019/9/24

第12回　2019/10/22

第1回　2018/11/27

第2回　2018/12/15(人工内耳親の会と共催)

第3回　2019/1/22

第6回　2019/4/23

第8回　2019/6/25

第9回　2019/7/23

第10回　2019/8/27第4回　2019/2/26

第5回　2019/3/26



総合聴覚センタースタッフ

•センター長 1名（医師）

•難病研究部長 1名（医師）

•常勤言語聴覚士 5名（聴覚担当4名）

•医師スタッフ（兼務） 4名

※基本的に当院耳鼻咽喉科の業務と兼務



総合聴覚センターの今後の課題

•医療・教育・福祉連携のデジタル化

•異なる分野の連携をコーディネートする専門職が必要

•増大する言語聴覚士業務に対応するスタッフの増強

•脳機能研究には理工系専門職（博士レベル）が必要


