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北里大学病院NICU児におけるABR異常例の臨床的検討

牧　敦子，佐野　肇，岡本　牧人

北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

目的: 新生児聴覚スクリーニングが普及したことにより，先天性難聴の早期発見・診断と早期療育
開始が可能となってきている。一方で早産児や低出生体重児，基礎疾患のある新生児などの場合，

正常児と同様に出生直後に聴覚スクリーニングを行うことが困難なケースが多いが，難聴児の割合

は正常児の20倍とも言われている。当院ではNICUに入院した児に対して，聴覚スクリーニングの
ためにABRを施行し，異常が認められた場合には必ず耳鼻咽喉科を受診するようにしている。今回
我々は，ABRで異常を呈したNICU児について検討した。

方法: 2002年から2011年の10年間に当院NICUに入院し，初回ABRで閾値が30 dB nHL以上を呈した
70例のうち，出生時の情報がカルテ上で確認できた65例を対象とした。在胎週数，出生体重，初回
ABRの閾値，ABRの初回と再検時の閾値変化，最終診断について検討した。

結果: 初回ABRで難聴が疑われた65例のうち13例が最終的に正常と診断された。初回以降にABR閾
値が悪化する症例が2例あった。また，初回ABRでは23例に両側高度難聴を疑ったが，最終的に両
側高度難聴と診断されたのは14例であった。

考察・結論: NICU児は先天性難聴のハイリスク群であるため早期の聴力評価が望ましいが，早産児
や低出生体重児では初回ABRで異常を呈しても成長とともに正常化する例がしばしば存在するので
注意が必要である。これらの児においては長期にわたり聴力評価を続けていくべきである。
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序　　文

　新生児聴覚スクリーニングが普及したことにより，

先天性難聴児の早期発見・診断が行われるようにな

り，早期に療育を開始することが可能となってきてい

る。一方で，早産児や低出生体重児，合併症のある新

生児などの場合，正常児と同様の出生直後の新生児聴

覚スクリーニングを行うことが困難なケースが多い。

また，これらの児は難聴のハイリスク群であるため，

一般に行われているAABR (automated auditory brainstem

response: 自動聴性脳幹反応) やOAE (otoacoustic emission:

耳音響放射) などの簡易聴覚スクリーニング検査だけで

はなく，ABR (auditory brainstem response: 聴性脳幹反

応)  を行うことが推奨されている。当院ではNICU

(Neonatal Intensive Care Unit: 新生児集中治療室) に入院

した新生児・乳児に対して，聴覚スクリーニングのた

めにABRを施行し，異常がみとめられた場合には必ず

耳鼻咽喉科を受診するようにしている。

　今回我々は，2002年から2011年の10年間に北里大学

病院NICUに入院し，聴覚スクリーニング目的に施行し

たABRで閾値が30 dB nHL以上を呈した症例について

臨床的な検討を行った。出生時の状況や聴力検査結果

の推移，最終的な診断をもとに，NICU児における

ABRの意義について考察したので報告する。

対象症例

　対象症例は2002年1月1日から2011年12月31日までの

10年間に，北里大学病院NICU病棟に入院し，聴覚スク

リーニング目的のABRで閾値30 dB nHL以上を呈した

65例である。ただし，他院で出生したのちに当院へ搬

送された症例で，出生時の情報がカルテ上に記載のな

かった5例は今回の調査から除外した。

方　　法

　上記の65例について，①出生時の在胎週数，②出生

時の体重，③合併症，④初回ABRの結果，⑤ABR再検

時の閾値変化，⑥聴力の最終診断の6項目を調査した。

　ABRの測定はトリクロホスナトリウム服用後，睡眠

下で行った。刺激は90 dB nHLのクリック音で，波形

が検出できない場合は105 dB nHLのクリック音でヘッ
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ドフォンを用いて左右別々に刺激を与えた。検査機器

は日本光電社製Neuropackを使用した。10 dBステップ

で測定し，反応が得られなくなった音圧を聴力閾値と

した。本検討ではABR閾値30 dB nHL未満を正常，30

以上70 dB nHL未満を軽〜中等度難聴，70 dB nHL以上

を高度難聴と分類し，両側高度難聴とそれ以外の難聴

(両側軽〜中等度難聴と一側性難聴) に分けて検討した。

Figure 1.  Number of children by gestational age

Figure 2.  Number of children by birth-weight

結　　果

1. 在胎週数

　在胎週数は29週以下，30〜36週，37週以降に分類し

た。修正33週以降で検査が行われていた。29週以下は

21例.で両側高度難聴を呈したのは10例 (48%) であっ

た。30〜36週は21例で両側高度難聴は5名 (24%) であっ

た。37週以上は23例で両側高度難聴は8例 (35%) であっ

た (Figure 1)。
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ント1例，ファロー四徴症1例，先天性水頭症1例で

あった (Table 1)。

4. 初回ABRの結果

　初回ABRの結果では両側高度難聴が23例，その他が

42例 (両側軽・中等度難聴40例，一側難聴2例) であっ

た。ABRの反応波形は出現しているものの，波形パ

ターンが明らかに異常であったのは12例あった。振幅

の小さいもの，I・III・V波それぞれが不明瞭なもの，

㈸波が確認できないものがみとめられた。ABR無反応

は11例であった。初回ABRの測定時期は症例によって

ばらつきがあるが，修正週数で34週〜193週であり，

中央値は42週であった。

5. ABR再検時の閾値変化

　ABRの再検査はおおむね半年〜1年後に行われてい

るが，児の全身状態や通院の状況により異なる。初回

ABRで両側高度難聴を呈した23例のうち，再検時ABR

で両側高度難聴と診断されたのは21例であり，2例は

閾値が改善した。逆に，再検時のABRで閾値が上昇

し，両側高度難聴となった症例が2例あった。また，初

回ABRでは難聴と考えられたが再検査で両側閾値が正

常範囲となったのは7例であったが，この中に初回

ABRが両側高度難聴であった症例は含まれなかった

(Figure 3)。

　ABR閾値が正常範囲となった7例のうち初回ABRの

潜時が不明 (記録なし) の2例をのぞいた5例について潜

時の変化を検討した (Table 2)。いずれもI波潜時，I〜

V波間潜時とも再検査で短縮していた。

6. 聴力についての最終診断

　最新のABRで聴力が正常と診断されたのは65例中7

Table 1.  Main underlying diseases of children

n = 30

Cleft lip and plate 7
Malformation syndrome 6
Chromosome abnormality 7
　21-trisomy syndrome 5
　18-trisomy syndrome 2
Treacher Collins syndrome 2
Crouzon disease 1
Brachmann-de-lange syndrome 1
CHARGE association 1
Wilson-Mikity syndrome 1
Neck lymphangioma 1
Floppy infant 1
Tetralogy of fallot 1
Congenital hydrocephalus 1

Figure 3.  Initial ABR results and retest results

2. 出生時の体重

　出生時の体重は1,500 g未満，1,500 g以上で分類し

た。1,500 g未満が30例でそのうち両側高度難聴は12例

(40%)，1,500 g以上が35例でそのうち両側高度難聴は9

例 (26%) であった (Figure 2)。

3. 合併症

　65例中57例が低出生体重児 (2,500 g未満)，双胎間輸

血症候群が9例であった。先天性疾患のうちわけは口唇

口蓋裂が7例 (うち2例は症候性)，奇形症候群が6例，染

色体異常7例 (21トリソミー5例，18トリソミー2例)，

Treacher Collins症候群2名，Crouzon病1名，Brachmann-

de-lange症候群1例，CHARGE連合1例，Wilson-Mikity

症候群1例，頸部リンパ管腫1例，フロッピーインファ
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例であり，最終ABR以降に乳幼児聴力検査等で6例を

聴力正常と診断した。最終的に65例中13例を聴力正常

と診断した。ABRで両側高度難聴を呈した23例のう

ち，その後の聴力検査で軽〜中等度難聴であることが

確認された例が9例あった。最終的に一側性難聴と診断

した症例が3例あった。結果として，13例 (20%) が正

常聴力，14例 (22%) が両側高度難聴，38例 (58%) が軽

〜中等度難聴または一側性難聴であった (Figure 4)。正

常聴力と診断した14例中9例が早産かつ低出生体重児

であった。

考　　察

　両側先天性難聴は1,000〜2,000人に1人と報告されて

おり1，新生児聴覚スクリーニングの目的はそれらの児

を早期発見し，聴力の程度に応じた対応を速やかにお

こなうことである。NICU児では健常児の20倍以上の確

率で先天性難聴のリスクがあると報告されている。新

生児や乳児の聴性行動で正確な聴力を推定するのは不

可能であり，ABRやASSRで聴力を推定するのが一般

的である。難聴児出現の危険因子として次の10項目が

知られている2。

  1) 家族性難聴

  2) 高ビリルビン血症

  3) 風疹または非細菌性子宮内感染症

  4) 耳鼻咽喉科領域の先天性奇形

  5) 1,500 g以下の低体重出生

  6) 新生児無呼吸とチアノーゼ (Apgar score 1〜4点)

  7) 新生児期の髄膜炎の罹患

  8) 染色体異常

  9) 頭顔面の異常

10) 耳毒性薬物投与

　NICU児は健常児とくらべて上記10項目にあてはまる

確率が高いことからも難聴の危険因子を有しやすいと

言える。しかしながら，低出生体重児や早期産児の

ABR結果は聴覚路の未熟性などの理由で本来の聴力よ

り閾値が上昇している現象も従来から数多く報告され

ており，その結果は慎重に扱うべきと思われる。ま

た，NICU児の初回ABRの閾値の上昇率は約30%という

報告もある3,4。今回我々の検討でもABRを複数回行う

ことで閾値が変化したケースをみとめた。以下，それ

ぞれの検討項目について考察する。

1. 出生時の在胎週数

　在胎29週以下で出生した群では両側高度難聴の割合

Table 2.  Latency of ABR

Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5

Waves I' latencies (ms)
  Right side

Initial 2.53 2.41 1.66 2.27 no data
Re-exam 2.45 2.49 1.68 2.46 3.80

  Left side
Initial 2.60 2.31 no data 3.24 3.67
Re-exam 2.92 2.19 no data 3.21 2.99

The I-V interval latencies (ms)
  Right side

Initial 4.80 4.89 4.85 4.69 no data
Re-exam 4.37 4.55 4.53 3.50 4.08

  Left side
Initial 4.78 4.67 no data 4.49 4.00
Re-exam 4.33 4.37 no data 3.68 3.97

Five cases whose ABR threshold became normal

Figure 4.  Final diagnosis of hearing

牧　敦子，他
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がやや高かったが，両側高度難聴児の割合は在胎週数

との関係をみとめられなかった。耳小骨は通常胎生35

週で完成するが，それ以前に出生した未熟児では耳小

骨形成が未完成のためにI波潜時が延長することが知ら

れている2。このため，早産児では軽中等度難聴を呈し

やすいことが考えられるが，両側高度難聴の出現の要

因とはならないと考えられた。

2. 出生時の体重

　出生時の体重は1,500 g以上に比べて1,500 g未満の群

で両側高度難聴の割合が大きかった。川城らの挙げた

難聴のリスクファクターにも1,500 g以下の出生体重とい

う項目が入っており2，これに矛盾しない結果となった。

3. 合併症

　合併症は低出生体重児が最も多く，ほかには先天性

奇形が多く見られた。また染色体異常も7例あり，21

トリソミーと18トリソミーであった。とくにダウン症

(21トリソミー) 児は脳の髄鞘化が遅い場合があり，蝸

牛神経や脳幹の聴覚伝導路における神経線維の髄鞘化

の遅れがABR閾値上昇の原因と考えられる5。ダウン症

をはじめとする染色体異常や神経疾患の中には生後6か

月以内ではABR閾値が下降し2歳までに正常となると

いう報告もある6。

4. 初回ABRの結果

　初回ABRでは両側高度難聴と診断されたのが23例 (そ

のうち無反応が11例) であった。一側正常・一側難聴は

2例で，両側軽〜中等度難聴は40例であった。ABR波

形の異常が明らかだったのは12例で，振幅の異常や波

形不明瞭などであった。波形異常の原因としては未熟

児のため聴覚伝導路の形成が完成していないというこ

とや，脳障害の合併などが考えられる。

5. ABR再検時の閾値変化

　ABR再検時の閾値変化を検討したところ，明らかに

改善したのが9例であった。悪化は2例みとめた。初回

はABR両側高度難聴を呈したがABR閾値が改善したの

は2例あったが，正常にはならなかった。初回に軽〜中

等度難聴を呈すもその後聴力閾値が正常となったのは

7例であった。逆に，軽〜中等度難聴を呈していたもの

のその後の再検で両側高度難聴を呈した症例が2例ある

が，いずれも中耳炎の合併があったため，その影響と

考えられた。ABRが正常化した7例中潜時の記録が

あった5例は，いずれも再検時にI〜V波間潜時が短縮

しており，神経の未熟性が初回閾値上昇の原因であっ

たと考えられた。修正週数に伴い潜時が短縮する傾向

があるという報告やNICU児の初回ABRで異常がみつ

かったもののうち52%が正常化したという報告があ

る7,8。初回ABRで閾値が上昇する原因としては聴神経

や脳幹の未熟性，反応の同期性異常，中耳間葉組織遺

残，中耳炎などが原因と考えられている7。これらの異

常は発達とともに改善され，再検査で閾値が低下す

る。先天性両側難聴児の診断療育には1-3-6ルール (生

後1か月までに発見，3か月までに精査，6か月までに

療育開始9に沿って行うのが望ましいと考えられるが，

NICU児においては修正週数で1-3-6ルールを適用する

のが妥当であるとしている。つまり，NICU児の初回

ABRも修正月齢で1か月以上たってから施行するのが

良いということになる。本検討での初回ABRの測定時

期は修正週数で中央値42週であり，測定時期が早い傾

向があると考えられた。また，新生児の中耳腔には間

葉組織が残存しており，その吸収には正常児では1歳ま

で，染色体異常児では4〜5歳までを要するという報告

もある6ため，ABR閾値異常とI波潜時延長が認められた

場合，同時期に中耳の評価をすべきであると思われた。

6. 聴力の最終診断

　最終診断ではABRだけでなく，CORやピープショウ

テストなどの乳幼児聴力検査も合わせて総合所見とし

た。その結果，13例が正常聴力と診断されている。ま

た14例が両側高度難聴，38例が軽〜中等度難聴と診断

されている。新生児仮死や新生児重症黄疸合併例では

初回ABRが無反応であっても後に正常化するという報

告がある5が，今回の検討で初回ABRが無反応だった11

例のうち最終的に両側高度難聴と診断したのは6例で，

両側中等度難聴と診断されたのが5例であった。ABR

が正常化したものはなかった。

　初回ABRで難聴と診断されたNICU児65例中13例

(23%) が最終的に正常聴力と診断された。これらの特

徴としては，①早産かつ低出生体重児が多い，②初回

ABRで両側高度難聴を呈さない，③ABRを複数回行う

とI波及びI〜V波潜時が短縮する，ということが挙げら

れた。2回目以降のABR閾値が上昇し，両側高度難聴

となったのは2例であったが，いずれものちに中耳炎と

診断されていた。しかし，NICU児はその後の合併症や

高濃度酸素投与・人工呼吸管理などの治療内容により

聴力閾値が悪化することが知られているので，慎重な

フォローが望まれる10。本検討において，初回ABRで

65例中23例に両側高度難聴が疑われたが，最終的に両

側高度難聴と診断されたのは14例であった。高度難聴

が強く疑われる場合でも全身状態や家庭の状況などに

より早期からの療育開始や介入が困難なケースも多く

みられる。先天性難聴が疑われる場合，なかなか診断

が確定しないことやすぐに療育が開始できないことな

どへの保護者の不安についてのケアが大切であり，耳

鼻咽喉科医や言語聴覚士が保護者への説明やサポート

をしっかり行っていくことが重要と言える。

北里大学病院NICU児におけるABR異常例の臨床的検討



18

Clinical study of infants suspected of having hearing loss exhibited by
the ABR in the NICU of the Kitasato University Hospital

Atsuko Maki, Hajime Sano, Makito Okamoto

Department of Otolaryngology, Kitasato University School of Medicine

Background: In recent years, because of the widespread of newborn hearing screening, it has become
possible to make early diagnoses for congenital hearing loss.  On the other hand, performing hearing tests just
after birth is difficult for preterm newborns, low-birthweight newborns, and newborns with underlying diseases.
We conduct detailed and exact hearing tests using the auditory brainstem response (ABR) for all infants in the
NICU.  We followed up by studying the hearing of those infants who had abnormal test results as exhibited by
the ABR.
Methods: The subjects of this study were 65 infants in the NICU of the Kitasato University Hospital.  We
investigated the newborn condition, the threshold of the ABR, the threshold change of the ABR, and the
confirmed diagnosis of hearing.
Results: Thirteen infants were diagnosed finally as having normal hearing, although they were suspected of
having hearing loss in the newborn period.  These infants were characteristically associated with preterm or
low-birthweight newborns, those who did not present with severe hearing loss, and those who exhibited a
change in the latency time of the ABR.  Changes in the ABR threshold for the worse were found in 2 infants,
and 14 infants were diagnosed finally as having severe hearing loss.
Conclusions: Infants in the NICU are commonly known to have the risk factor of hearing loss, so their hearing
should be examined early.  However, these infants present with a variety of ABR changes, so that making
careful determinations of their hearing levels with long-term follow-up examinations is necessary.
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結　　語

　今回の検討で，NICU児の聴力は初回ABRでは確定

診断できないことが確認された。最終的に聴力が正常

と診断される児が少なからず存在することを念頭にお

き，複数年にわたり慎重にフォローすべきであると考

えられた。一方，初回ABRで両側高度難聴を呈する症

例では，のちに正常化することが少ないと思われるた

め，早期から補聴器装用を含めた難聴に対する療育の

検討を行うべきであると考えられた。
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