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Wenzel らは最近，両側前庭機能の低下に圧誘発性
の眼振を随伴し，聴覚は正常な複数の患者を報告し
た 2。同氏らは，このような患者では，虚脱した膜迷
路がアブミ骨と接触するようになると，強大音や圧に
より異常な前庭刺激が誘発される（トゥリオ現象また
はエンヌベール徴候）可能性があることを示唆してい
る。しかし，この障害の直接的な証拠は提示されなかっ
た。さらに，Merchant および Schuknecht の研究では，
全症例でVAは一側性であり，強大音によるめまいの
誘発は報告されなかった 1。
遅延造影 three-dimensional fl uid-attenuated inver-
sion recovery（3D-FLAIR）撮像シーケンスは，卵形
嚢と球形嚢を識別することができる。この識別は，メ
ニエール病患者における内リンパ水腫の診断に不可欠

緒　言

Merchant および Schuknecht は，めまい症状があっ
た患者の 標本の病理組織学的検討において，膨大部
壁および卵形嚢壁の虚脱（前庭虚脱症［VA］とも呼
ばれる）がみられることを初めて報告した 1。VAの
初発症状は発作型と潜行型に分類される。発作型は前
庭神経炎と類似しており，蝸牛症状や神経症状を伴わ
ない突発性めまいが数日間持続した後，慢性平衡障害
が発生する。発作型VAと前庭神経炎は，病理組織学
的検討を行わなければ鑑別できなかった。これに対し，
潜行型は，軽微なめまいの発症と，その後の慢性的な
不安定感または一過性めまいを特徴とする。

目 的 ／ 仮 説： 遅 延 造 影 three-dimensional fl uid-
attenuated inversion recovery（3D-FLAIR）撮像シー
ケンスを用いると，卵形嚢と球形嚢を識別できる。こ
のため，我々は，前庭虚脱症（VA）患者において，
卵形嚢および半規管膨大部の一側性虚脱を描出できる
という仮説を立てた。

研究デザイン：レトロスペクティブな症例集積検討。

方法：ガドリニウム静脈内投与後に 3T磁気共鳴画像
法（MRI）を施行された患者200例をレトロスペクティ
ブにレビューした。VAの有無についてMRI スキャン
を評価した。卵形嚢および 2か所以上の膨大部が描出
されないか，かろうじて描出されるにすぎない場合，
内リンパ腔虚脱と判断した。

結果：本稿に報告する患者 4例では，急性前庭障害
の非典型的臨床症状の原因であった VA が，MRI で
描出された。いずれの患者でも， pars superior の感
覚器（卵形嚢，膨大部）にのみ虚脱がみられ，pars 
inferior の感覚器（蝸牛および球形嚢）に虚脱はみら
れなかった。このことは，臨床所見とMRI 所見の両
方で確認された。

結論：本研究は，一側前庭機能低下の臨床症状を呈
する患者生体の遅延造影MRI で，pars superior の一
側性虚脱が描出されたことを初めて報告するものであ
る。
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である 3-6。我々は，VAの病態生理に基づき，VA患
者の遅延造影 3D-FLAIR 撮像シーケンスで，卵形嚢
および膨大部の一側性虚脱を描出できるという仮説を
立てた。

対象および方法

本研究はレトロスペクティブな画像解析研究であり，
一側性の蝸牛症状を呈する患者のうち，ガドリニウム
キレート剤の静脈内投与の 4時間以上後に遅延造影磁
気共鳴画像法（MRI）検査を施行された 200例を対象
とした。患者は 2017年 5月～ 2018 年 6月に連続的に
登録した。アミノグリコシドまたは化学療法への曝露，
頭部外傷，アブミ骨手術の既往，もしくは前庭機能低
下の家族歴がある患者は研究対象から除外した。

撮像法
MRI 検査は，64 チャネルの head-neck-spine coil を

搭載した 3T MRI 装置［3T Siemens Skyra；Siemens 
Healthineers，エルランゲン（ドイツ）］を用いて施
行した。全患者において，迷路で高いコントラスト
が得られる条件である，ガドブトロール（Gd-DO3A-
butrol，ガドビスト 0.1 mmol/kg，1 mmol/mL）単回静
脈内投与 4時間後にMRI スキャンを施行した 7。以下
のパラメータで 3D-FLAIR を施行した：有効視野：
160 × 160 mm，繰り返し時間：10,000 ms，エコー時間：
323 ms，反転時間：2,500 ms，320 × 280，フリップ
角：180°，励起回数：2， generalized autocalibrating 
partially parallel acquisition（GRAPPA）：2，スキャ
ン時間：7分 50 秒。
3D-FLAIR シーケンス上で以下の構造の有無を確

認した。
• 球形嚢：球形嚢は低信号域として認められる。球形
嚢は外側半規管より低い位置に存在し，前庭の内側
壁・前壁に底面を置く 8,9。
• 卵形嚢：卵形嚢は外側半規管と同じ高さの楕円形の
低信号域として認められる。卵形嚢は前庭の上部を
占める 8,9。

• 3 つの膜半規管それぞれの膨大部。
本研究では，一側性VAの病理組織学的定義に基づ

き，MRI 画像を無症状の健側と比較し，卵形嚢およ

び 2か所以上の膨大部が描出されなかった場合に内リ
ンパ腔の完全虚脱と判断した。これに対し，MRI 画
像で卵形嚢および 2か所以上の膨大部がかろうじて
描出された場合，内リンパ腔の部分虚脱と判断した。
MRI 上で内リンパ水腫，外リンパ瘻および血液内耳
関門の障害が認められた患者は除外した 4。

聴覚検査および冷温交互刺激検査
気導および骨導聴力検査（500 Hz，1,000 Hz，2,000 
Hz および 4,000 Hz）で平均聴力レベル（PTA）を評
価した。冷温交互刺激検査は，150 ～ 250 mL の冷水
および温水（それぞれ 30°Cおよび 44°C）を交互に
注水することによって実施した。誘発された眼振は，
ビデオ式眼振計測装置［Ulmer VNG v. 4.15.0.275；
SYNAPSYS，マルセイユ（フランス）］を用いて記
録した。前庭機能の非対称性は，Jongkees の式を用
いて算出した。反応の左右差が 20% 以上の場合を，
半規管麻痺と定義した。

前庭誘発頸筋電位
前庭誘発頸筋電位（cVEMP）検査の記録中，全被
験者に対し，頭部を刺激側と反対方向に回転するよう
指示した。表面筋電図活動を表面電極で記録した。ヘッ
ドホンからトーンバースト（90 dB nHL，500 Hz）を
与えた。最初の陽性波と陰性波の間の振幅（p13-n23）
を記録した。p13-n23 に意味のある波形が記録されな
かった場合，反応なしと定義した。

前庭誘発眼筋電位
前庭誘発眼筋電位（oVEMP）検査の記録中，全被
験者に対し，上方の小さい固定視標を注視するよう指
示した。関電極を顔面（下眼瞼中央の直下）に設置し
た。不関電極を頬部（関電極の約 1 cm 下）に設置し，
接地電極を前頭部に設置した。ヘッドホンからトーン
バースト（90 dB nHL，500 Hz）を与えた。最初の陰
性 - 陽性波の二相性波形の頂点は n1 と p1 であった。
n1-p1 に意味のある波形が記録されなかった場合，反
応なしと定義した。

ビデオヘッドインパルステスト
ビデオヘッドインパルステスト（video head 
impulse test, VHIT）では，3 つの半規管それぞれの
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軸で 5回以上，頭部に回転を加えた。 前庭動眼反射
（vestibulo-ocular refl ex；VOR）gainの正常値の閾値は，
垂直半規管で 0.64，水平半規管で 0.78 とした 10。

結　果

臨床所見をTABLE I に要約する。我々は，卵形嚢
および膨大部の一側性虚脱がみられる患者 4例を特定
した。これらの患者はいずれも，前庭障害の家族歴が
なく，前庭機能低下の原因となりうるアミノグリコシ
ドまたは化学療法への曝露歴がなかった。

症例1
症例 1は 30 歳女性であり，3時間以上持続する急

性回転性めまい発作が 3年間に繰り返し認められた。
持続時間が 1分未満の間欠性・両側性耳鳴および耳閉
感を訴えた。これらの症状はめまい発生に随伴して生
じたものでなかった。症例は強大音によるめまい発作
も報告した。レイノー病の既往があった。眼検査では，
自発性および誘発性眼振は検出されなかった。注視性
眼振および斜偏視はみられなかった。ディックス・ホー
ルパイク検査では，頭位眼振は検出されなかった。
オージオグラムの閾値は，両耳とも正常であった

（Fig. 1）。VHIT では，右側の VOR gain が外側半規
管（0.74）および後半規管（0.66）で低下していた。
右側の oVEMPは検出されず，右側卵形嚢の機能低下
が示唆された一方，cVEMPは検出され，球形嚢機能
が正常であることが確認された。冷温交互刺激検査で
は，右側に著しい半規管麻痺（92%）が認められた。
遅延造影 3D-FLAIR シーケンスでは，右耳の卵形

嚢および全 3か所の膨大部が描出されなかった（Fig. 

1）。 MRI 画像上では，内リンパ水腫および血液迷路
関門の障害の徴候はみられなかった。

症例2
症例 2は 69 歳女性であり，10 年前に，蝸牛症状を
伴わない急性回転性めまいの 48 時間持続により受診
し，前庭神経炎が示唆された。異脂肪血症および片頭
痛の既往があった。その 2年後，動揺視を伴う不安定
感の発作が 2回発生した後，回転性めまいを伴わな
い平衡障害の反復発作を訴えた。眼検査では，自発性

Fig. 1. (A) Axial three-dimensional fluid-attenuated inversion 
recovery (3D-FLAIR) imaging at the level of the utricle 
(white arrow) and the lateral ampulla (white dotted arrow) 
showed a right collapsed utricle involving also the lateral 
ampulla in comparison to the left side where endolymphatic 
structures appeared normal. (B) Axial 3D-FLAIR at the level 
of the saccule (grey arrow) and the posterior ampulla (grey 
dotted arrow) showed a right collapsed posterior ampulla in 
comparison to the left side. The saccule appeared normal on 
both sides.
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Fig. 2. (A) Axial three-dimensional fluid-attenuated inversion 
recovery (3D-FLAIR) imaging at the level of the utricle (white 
arrow) and the lateral ampulla (white dotted arrow) showed 
a left collapsed utricle also involving the lateral ampulla in 
comparison to the right side where both the utricle and the 
lateral ampulla appeared normal. (B) Axial 3D-FLAIR at the 
level of the saccule (grey arrow) and the posterior ampulla 
(grey dotted arrow) showed a left collapsed posterior ampulla 
in comparison to the contralateral asymptomatic side. The 
saccule appeared normal on both sides.

眼振は検出されなかった。しかし，頭振検査では，右
側に水平成分および回旋成分を有する眼振が検出され
た。注視時には眼振が減少した。注視性眼振および斜
偏視はみられなかった。ディックス・ホールパイク検
査では，頭位眼振の所見は検出されなかった。片頭痛
の既往に基づき，前庭性片頭痛も疑われた。しかし，
患者は前庭症状の発作時に片頭痛兆候を示さなかった
ため，前庭性片頭痛の基準に該当しなかった。
オージオグラムの閾値は，両耳とも正常であった。

VHIT では，左側の VOR gain が，上半規管（0.44），
外側半規管（0.51）および後半規管（0.49）で低下
していた。左側の oVEMPは検出されなかった一方，
cVEMP は検出された。遅延造影 3D-FLAIR シーケ
ンスでは，左耳の卵形嚢および膨大部がかろうじて描
出された（Fig. 2）。MRI 画像上では，内リンパ水腫
および血液迷路関門の障害の徴候はみられなかった。

症例3
症例 3は 43 歳男性であり，急性回転性めまいの初

発後，不安定感が 2日以上持続したため，三次医療機
関である当神経耳科センターに紹介された。その後，
回転性めまい発作（20～30秒間）が繰り返し発生した。

症例は，耳鳴，難聴，耳閉感などの聴覚症状なしと報
告した。検査では，右側に水平成分および回旋成分を
有する自発性眼振が検出された。注視時には眼振が減
少した。注視性眼振，斜偏視はみられず，強大音およ
び／または圧により眼振は誘発されなかった。ディッ
クス・ホールパイク検査では，頭位眼振の所見は検出
されなかった。
オージオグラムでは，両耳とも聴覚正常であるこ
とが示されたが，VHIT では，左側のVOR gain が外
側半規管（0.67）および後半規管（0.65）で低下して
いた一方，前半規管のVOR gain は低下していなかっ
た（0.85）。左側の oVEMPは検出されなかった一方，
cVEMPは検出され，左耳卵形嚢にのみ異常が示唆さ
れた。さらに，冷温交互刺激検査では，左側に著しい
半規管麻痺（100%）が認められた。
遅延造影 3D-FLAIRシーケンスでは，左耳の卵形嚢

および膨大部がかろうじて描出され，膜迷路の虚脱が
示唆された（Fig. 3）。MRI画像上では，内リンパ水腫
および血液迷路関門の障害の徴候はみられなかった。

症例4
症例4は 70歳女性であり，三次医療機関である当神

Fig. 3. (A) Axial three-dimensional fluid-attenuated inversion 
recovery (3D-FLAIR) imaging at the level of the utricle (white 
arrow) and the lateral ampulla (white dotted arrow). The utricle 
and the lateral ampulla were barely visible on the left side. 
(B) Axial 3D-FLAIR at the level of the saccule (grey arrow) 
and the posterior ampulla (grey dotted arrow) demonstrated 
a left partial collapsed posterior ampulla in comparison to 
the contralateral asymptomatic side. The saccule appeared 
normal on both sides.
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経耳科センターに紹介された。不安定感および悪心の急
性症状を呈していたが，耳鳴，難聴といった蝸牛症状の
愁訴はなかった。異脂肪血症および高血圧の既往があっ
た。3D赤外線ビデオ式眼振計測装置［VNG Framiral，
グラース（フランス）］を用いた眼検査では，自発性眼
振は検出されなかった。しかし，頭振検査では，右側に
水平成分および回旋成分を有する眼振が検出され，注
視時に眼振が減少した。トゥリオ現象またはエンヌベー
ル徴候はみられなかった。ディックス・ホールパイク
検査では，頭位眼振の所見は検出されなかった。
オージオグラムでは，両耳に軽度の低音障害型感

音難聴が認められた。右耳および左耳の PTA はそ
れぞれ 26.5 dB および 25.25 dB であった。VHIT で
は，左側の VOR gain が上半規管（0.74），外側半規
管（0.45）および後半規管（0.54）で低下していた。
左側の oVEMPは検出されなかった一方，cVEMPは
検出された。これらの検査結果の関連から，左側前庭
の機能低下が，卵形嚢および半規管の受容器にみられ
るものであることが推察された。
遅延造影 3D-FLAIR シーケンス（Fig. 4）では，内

リンパ構造正常と判断された右耳と比較して，左耳
で卵形嚢およびすべての膨大部の虚脱が認められた。
MRI 画像上では，内リンパ水腫および血液迷路関門
の障害の徴候はみられなかった。

考　察

本稿に報告した患者 4例では，急性前庭障害の非典
型的臨床症状の原因であった VAが，MRI で描出さ
れた。いずれの患者でも，pars superior の感覚器（卵
形嚢，膨大部）にのみ虚脱がみられ，pars inferior の
感覚器（蝸牛および球形嚢）に虚脱はみられなかった。
このことは，臨床所見とMRI 所見の両方で確認され
た。VAは，これまでに組織学的検討の報告および臨
床的観察では示されていたが，透視画像上で確認され
たことはない。
Merchant および Schuknecht は 1988 年に発表した

病理組織学的研究で，膨大部壁および卵形嚢壁の虚脱
が 213 症例中 8症例に認められ，この病理学的事象が
めまいの主な原因であったことを報告した 1。同研究
では，これらの病理組織学的所見が試料作製時のアー
チファクトにより引き起こされた可能性を注意深く排
除したほか，メニエール病，外リンパ瘻，前庭神経鞘
腫，内耳炎，側頭骨骨折および内耳の外科的外傷を除
外して，一次性VAのみを評価した。2か所以上の膨
大部に部分または完全虚脱がみられた場合に重大な虚
脱と判断された。卵形嚢および 2か所以上の膨大部の
虚脱が全症例でみられた一方，球形嚢および蝸牛の虚
脱はいずれの症例でもみられなかった。今回の研究で
は，臨床所見および画像所見に基づき，二次性VAを
慎重に除外した。さらに，我々の知る限り， 画像解析
による症例対照研究では，メニエール病患者および健
康者での虚脱はこれまでに報告されていない 3-6。
Merchant および Schuknecht は，VA患者の初発症
状に発作型および潜行型という 2つの型があることを
報告した。発作型では，聴覚症状または神経症状を伴
わない突発性めまい発作が発生する。潜行型では，発
症時の症状が軽微である。いずれの場合も，初発イベ
ントに続いて，慢性的な不安定感がみられるか一過性
めまい発作が繰り返し発生する。本稿に報告した患者
4例中 2例（ 症例 2および 3）では，VAの初期段階で，
蝸牛症状を伴わない急性回転性めまいが数日間認めら
れ，この初発イベントはMerchant および Schuknecht
が発作型VAで観察した症状と同様であった。初発イ
ベントの後，症例 2では，動揺視を伴う不安定感が繰
り返し発生した一方，症例 3では，持続時間 20 ～ 30
秒の回転性めまい発作が繰り返し発生した。驚くべき

Fig. 4. (A) Axial three-dimensional fluid-attenuated inversion 
recovery (3D-FLAIR) imaging at the level of the utricle (white 
arrow) and the lateral ampulla (white dotted arrow). The utricle 
and the lateral ampulla were barely visible on the left side. (B) 
Axial 3D-FLAIR at the level of the saccule (grey arrow) and the 
posterior ampulla (grey dotted arrow) demonstrated a left total 
collapsed posterior ampulla in comparison to the right side. 
The saccule appeared normal on both sides.
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ことに，症例 1は，メニエール病でみられる場合があ
る蝸牛症状（耳鳴，耳閉感など）の変動も報告した。
しかし，これらの蝸牛症状はめまい発生に随伴して生
じたものでなかった。さらに，最近の報告によれば，
進行したメニエール病患者の 発作エピソード以外の
所見として，冷温交互刺激検査で異常がみられたのに
対し，VHIT で VOR gain が正常であった 10。本稿に
報告した症例 1では，VOR gain および冷温交互刺激
検査の両方に異常がみられ，さらにMRI で内リンパ
水腫が確認されなかった。
本研究の対象としたいずれの患者でも，患側卵形嚢

の一側性機能低下が oVEMPにて確認された一方，球
形嚢機能は正常に保たれていたことが cVEMPにて確
認された。半規管機能については，高頻度刺激および
低頻度刺激のいずれに対する反射（VHITおよび冷温交
互刺激検査により評価）も異常を示した。しかし，冷
温交互刺激に対する反応からは患側（一側性）の著明
かつ完全な反射消失が明らかになった一方，VHITでは
部分的な機能低下が示唆された。Wenzel らの既報と同
様に，我々も，半規管内リンパ腔が虚脱すると低速度
刺激に対する反射が働かなくなる一方で，高速度刺激
に対する反射は働く可能性があるものと推察する 2。
最近，2件の研究で，トゥリオ現象および圧誘発性

の眼振を伴う両側前庭機能低下症の患者が報告され
た 2,11。これらの研究では，このような患者はVAを
有するものの，不運にもこの診断を証明できていな
いものと仮定された。Kaski および Bronstein の見解
と同様，我々も，両側前庭機能低下症とVAの間の相
関を主張できる根拠は不十分であると考えている 12。
Merchant および Schuknecht の研究では，VAの全症
例とも一側性であり，トゥリオ現象は報告されなかっ
た。言及すべき点として，我々の研究は，一側性VA
のみを対象とし，患者 4例のいずれにおいてもMRI
で両側性障害は認められなかった。Wenzel ら 2 は，
虚脱した膜迷路がアブミ骨と接触するようになると，
強大音や圧により異常な前庭刺激が誘発されるという
仮説を提唱した。興味深いことに，本研究の対象患者
4例中 1例（症例 1）で強大音によりめまいが誘発さ
れたが，膜迷路とアブミ骨との接触を示すMRI 所見
は得られなかった。ただし，膜迷路とアブミ骨とのご
くわずかな接触をMRI により検出できなかった可能
性は排除できない。

可変再収束フリップ角を用いた 3D-FLAIR シーケ
ンスは，エコートレイン数が増加するという利点が
あり，不明瞭化を生じることなく撮像時間を短縮で
きる。また，既存のシーケンスよりも，T1 短縮効果
の検出感度が高いという利点もある 13,14。内リンパ水
腫のMRI による診査では，造影剤投与 4時間後に遅
延造影 3D-FLAIR を撮像すると，卵形嚢，球形嚢お
よび膨大部と外リンパ腔とを識別できる。遅延造影
3D-FLAIR シーケンスは，各種耳科疾患における血
液迷路関門の透過性も評価できる 15-17。急性前庭症候
群（前庭神経炎としても知られている）患者では，半
規管が強く増強されることが示されている 18。

考えられる治療上の意義
VA は，急性前庭障害，メニエール病，外リンパ
瘻および多発性硬化症の鑑別診断の 1つとなってい
る。これらの疾患は臨床的鑑別が難しいため，MRI
の使用によって患者の管理が向上する可能性があ
る。一側性の急性前庭障害に遭遇した場合，医師は
発作型VAを見落とすおそれがある。しかし，VA症
例のMRI では，一側性の急性前庭障害の患者にお
ける報告と同様に半規管で増強効果が認められる一
方，卵形嚢および膨大部の一側性虚脱が描出されてい
る 18。さらに，MRI の使用により，メニエール病患者
で球形嚢水腫が認められる場合や，正円窓窩および／
または卵円窓窩に漏出液が充満することで外リンパ瘻
の存在が明らかになる場合もある 4。
現時点では，VAの発生機序は明らかになっていな

い。しかし，この迷路内に異常を認める疾患には，鼓
室内投与治療が適応できると我々は予想している 19。
Wenzel ら 2 が示唆したように，VAは両側迷路に関与
する可能性があり，両側前庭機能低下の 1つの機序と
考えられるが，この考えを裏付けるMRI または組織
学的所見は得られなかった。この両側性前庭障害につ
いては，造影 3D-FLAIRシーケンスによってさらなる
情報が得られ，Wenzel らが示唆した可能性が裏付け
られるはずである。さらに，本研究の患者集団では，
VAにより影響を受けたのが迷路受容器のみで前庭神
経への影響がみられなかったことから， 人工前庭器
（vestibular implant）が治療に適する可能性がある。こ
のような症例では，前庭求心性神経を直接刺激すれば，
虚脱した前庭感覚器をバイパスできると推察される 20。
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我々が直面した主な問題は，患者生体の病理学的解
析で，前庭内リンパ腔の体積を確認できないことであ
る。本研究では少数の患者で有望な結果が得られたも
のの，今後，より大規模な集団を対象とした多施設共
同研究でVA患者の評価を実施する必要がある。本研
究のデザイン上，Viana らの研究 21 で報告されたよう
に，両側前庭機能低下症の患者が両側性VAを有する
可能性を排除することはできない。研究対象を特発性
の両側性前庭障害の症例に広げることによって，医師
による病因の臨床診断の精度が向上し，我々の前庭障
害に関する知見が増すものと予想される。
もう 1つの限界は，MRI 検査で造影前および造影

剤投与直後の 3D-FLAIR シーケンスを用いなかった
ことである。しかし，VAの造影前および造影剤投与
直後の FLAIR では， 高信号域（hyper-intensity）は
これまでに報告されていない。
Pars superior の内リンパ腔がかろうじて描出され

るにすぎなかった場合，その原因が，音響外傷で認め
られる所見である血液内リンパ関門の障害にある可能
性も考えられた 22。しかし，pars superior 構造の内リ
ンパ腔の信号強度は造影効果を受けないと判断された
ため，我々はこの機序は除外されると考える。

結　論

我々の知る限り，本研究は，一側前庭機能低下の
臨床症状を呈する患者生体の遅延造影MRI で，pars 
superior の一側性虚脱が描出されたことを初めて報告
するものである。我々は，医師に対し，これらの臨床
所見を呈する患者ではMRI 所見を併用するよう注意
を促すとともに，VAを前庭機能低下症の原因の 1つ
として考慮すべきであると提言する。
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