
 
東大病院導入済み 
人工内耳2社の比較	

      メドエル社　	
　ＭＡＥＳＴＲＯＴＭシステム	

コクレア社　 
Ｐrofileシステム   

VS 



はじめに	
人工内耳は体内に手術的に埋め込むインプラントと 
体外で音を集め電気信号に変換し、インプラントへ伝達する装置 
（スピーチプロセッサー）から構成されます。 

• インプラントはトラブルがない限り一生涯交換することはありません 

• プロセッサーは新型のものに交換することも可能です（自費70万）。 
　　　　　　　　　　　　修理不能時などに限られた場合に保険で提供されることがあります。 
 
• インプラントとスピーチプロセッサーのメーカーは同一で 
　ある必要があります。 
 
• 両側人工内耳を行う場合両方のインプラントが同一メーカーであると 
　一つのリモコンで2つのプロセッサーの操作ができるなど利便性が 
　高まりますが、必ずしも同一メーカーである必要はありません。 



はじめに2	
• 聴取成績について 
メーカー毎に機能に特色がありますが、聴取成績に明確な差が 
あるという大規模の研究結果は出ておりません。 
 
• 歴史について 
コクレア社が1982年に第1号機を発売(日本認可1991年）され、 
メドエル社は1977年に第1号機を発売（日本認可2006年）しております。 
 
• シェア 
世界的なシェアはコクレア社（70％）で最大です。 
ヨーロッパではメドエル社（80％）とシェアを伸ばしています。 
 
• 東大での使用経験 
東大ではコクレア社を選択する方がこれまでは多かったですが、 
機器の差はなくなり、メドエル社を選択される方も増えてきております。 



スピーチプロセッサー	
メドエル社 

SONNET・RONDOシステム 

RONDO（コイル一体型 ・ 耳かけ不要）	

ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ&ﾊﾞｯﾃﾘｰｶﾊﾞｰｶﾗｰ：
  

　　使用電池： 

　　　　充電池ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ（付属） 最長10h 

　　　　充電池XS（付属） 最長7h　　　　 

        空気亜鉛電池2個　最長60h 

 

　　使用電池： 

 　 空気電池3個　最長90h 

　　充電池（付属） 最長16h 

リモコン装置： 

薄型軽量 

カラー：   

SONNET	

	
基本カラー：   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コクレア社 
N6 ・ KANSOｼｽﾃﾑ	

N6（耳掛け型）　	

CP910（左）、920（右）のいずれかを選択	

カラー：   

使用電池：	

　充電池　	

　スタンダード充電池：　最長約31h 　　　　	

　コンパクト充電池：　最長18h	

　空気電池2個：　最長約60h	

リモコン装置： 
ボタン操作でプロセッサのプログラムや
音量調整を行うことができる他、液晶画
面上でプロセッサの動作状況と電池残量
の確認、機能診断を行うことが可能。 

使用電池：	

　空気電池 2個：　最長 約16～60h	

KANSO（非耳掛け型）　	

	

カラー：	



スピーチプロセッサー比較	

• 　耐久性能 
SONNET： 国際保護等級IP54の防滴規
格を備えた水遊び可能な仕様	
RONDO：国際保護等級の取得はない 
 
別売りアクセサリー 
Water Wear (IP68)あり 
　（水中4m、2hの耐久性） 
(定価4,980円税込送料無料、3個入9回使用分) 
　　　　　　 

   SONNET / ＲＯＮＤＯシステム	

	

• 　大きさ	
SONNET：37.4ｘ56.7ｘ(5.9 / 9.3)ｍｍ　	
　　　　　　　　　空気亜鉛電池2個 10.6ｇ	
　　　　　　　　　充電池ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　9.1g	
               37.4ｘ51.4ｘ(5.9 / 9.3)ｍｍ　	
                   充電池XS　8.1g	
ＲＯＮＤＯ：37.2ｘ44.1ｘ11.8ｍｍ　	
                    空気亜鉛電池3個18.5g	
　　	

• 耐久性能 
  N6 : 国際保護等級IP57（お風呂が可能） 
  
  KANSO :  IP54 （防塵・防沫） 
 
別売りアクセサリ（アクアプラス）併用により 
 完全防水が可能（IP68） 

• 大きさ（長さx幅x厚さ）	

　N6 
§  CP910：51.3 ｘ 9.0 ｘ 47.7 mm　13.0 g 
§  CP920：48.3 ｘ 9.0 ｘ 47.7 mm　  9.8 g　　　　　　　 

　　　　　（重量：スタンダード充電池を接続した状態） 
 

　KANSO 
§  40.9 ｘ 35.2 ｘ 11.4 mm 13.9 g 

   　　　（重量：2Mマグネット及び空気電池2個を接続した状態） 

N6/KANSOシステム	



Ｎ６ / KANSO システムの特徴 
•  SmartSoundⓇ iQ  /  デュアル マイクロフォン   

聴取環境を6種類のシーン（音楽、風、話し声（雑音下）、話し声（静
寂下）、雑音下、静寂下）の中から自動的に認識して最適な聴こえを
提供。２つのマイクロフォン搭載により、雑音下での聴取性能を向上。 

 
	
• 　True WirelessTM 

     　別売のアクセサリを使用することにより、話し声、電話の通話、音楽、テレビ音などの 
    　音声をプロセッサにワイヤレスで直接ストリーミング（送信）し、明瞭な聴こえを提供。   	

ワイヤレス 
ミニマイクロフォン２プラス 
 
• 収集した会話や音を最大25m
の範囲までプロセッサに直接送
信することが可能。 
• 外部機器との接続が多様（FM、
テレコイル、ライン入力ジャック）

で様々な音声をプロセッサに直
接送信。 
• テーブルを囲んで複数の話し
手と会話する際に当製品をテー
ブル上に置くことで聴き取りがさ

らにしやすくなる。 
• 職場や学校での使用に最適。 
 
 
	

ワイヤレス 
テレビストリーマ 
 
•  テレビの音声をプロセッ

サに直接送信すること
が可能。 

•  テレビの音量を上げる
ことなく音声を聴き取る
ことが可能。 

•  テレビを見ながら家族
と話をすることが可能。 

	

ワイヤレス 
フォーンクリップ 
 
•  BluetoothⓇ搭載スマートフォ

ンと組み合わせて使用するこ
とにより、スマホの通話や音
楽のステレオ音をプロセッサ
に直接送信することが可能。 

•  簡単なボタン操作で電話を受

ける／切る、音量を調節する
等の基本的な電話操作を行
うことが可能。 

•  様々なBluetooth搭載機器
（オーディオ機器、パソコンな

ど）とワイヤレス接続すること
が可能。 

• 　KANSOのみの特徴 
 　世界最軽量の非耳掛け型プロセッサ（2018年6月時点）で、耳に 　  
   掛ける必要がなく頭部に装用するだけのため、装用が目 
   立ちにくい。 8色の豊富な製品ラインナップにより、髪の毛 
   の色や好みに合わせてプロセッサを選択することが可能。	



SONNET/RONDO　システムの特徴 

• 自動音声マネージメント（ ASM） によって自動的に設定の調整を行います。 
	

• RONDOを選択することでプロセッサーを耳にかける 
 必要　がなくなります。メガネなどの干渉を避けることが 
 でき、 目立ちにくいのが特徴です。	

ＲＯＮＤＯ	

• SONNETは２つのマイクロフォン搭載、指向性、風切音の軽減機能等 
 兼ね備えている。またIP54の防滴機能有り。	

SONNET	

• SONNET/RONDOはWater Wearを使用しIP68完全防水を実現。 

• Bluetoothネックループ（定価16,200円税込）をスマートフォンなどとペアリングして 通 話や 
 音楽を楽しむことが可能です。 

Buletoothネックループ	



インプラント比較	
コクレア社 

Profileインプラント	

本体サイズ（ｍｍ）	 45.7　ｘ　25.4 
厚さ（ｍｍ）	 3.3（最大4.5）　	

電極数	 24（FLEXシリーズは19） 

チャンネル数	 12 
最大刺激頻度	 50,704回/秒 

*蝸牛外電極にコンデンサ使用	
（特許取得済）	

チャンネル数が実際に刺激を行うことのできる電極の数になります。 
ただ、必ずしも電極の数、刺激頻度が多ければ性能がよいというわけではありません。	

メドエル社 
SYNCHRONYインプラント 

（Pin有/無）	

本体サイズ(ｍｍ）	 50.5　ｘ　31.0 
厚さ(ｍｍ）	 最大3.9　	

電極数	 24（アース含む） 
チャンネル数	 22 
最大刺激頻度	 31,500回/秒 



先端電極種類	

スタンダード電極 
　（31.5ｍｍ）　 

FLEXSOFT電極 
　（31.5ｍｍ）	

FLEX28電極 
　（28ｍｍ）	

メドエル社 
SYNCHRONYインプラント	

ミディアム電極 
　（24ｍｍ）　 

コンプレスト電極 
　（15ｍｍ）　 

FLEX20電極 
　（20ｍｍ）	

FLEX24電極 
　（24ｍｍ）	

FORM24電極 
　（24ｍｍ）	

FORM19電極 
　（19ｍｍ）	

・蝸牛内組織の温存に考慮して設計されたFLEX電極ア
レイは、低侵襲な電極となっている。 
・長く柔軟な電極アレイを蝸牛に優しく挿入することで蝸
牛内組織を温存しながら蝸牛全体刺激を行う。	

ＣＩ５１２ 　コントゥア・アドバンス電極	
　（15ｍｍ）	

ＣＩ５２２　スリムストレート電極 
　(20ｍｍ）	

ＣＩ２４ＲＥ　ストレート電極 
　(17ｍｍ）　	

コクレア社 
Profileインプラント	

世界で最も細いフルレングス電極　
（先端部径0.3mm、2018年6月時点） によって、
蝸牛の繊細な構造を保護。	

蝸牛軸に近い位置に設置すること
ができるプレカーブ形状の電極によ
り、蝸牛内にある神経細胞に最適な
刺激を行うことが可能。	

特殊な医学的および解剖学的所見
のある様々な症例に適応。	



インプラント機能比較	
SYNCHRONYシステム	

• 　信頼性 
　 2年で99.1％(Pin有）の患者が無事に	
   人工内耳を使用できている。 
　　　　　　　　　　　　　　　　（ＩＳＯ5841-2:2014基準） 　　	
	

• 　神経反応テレメトリー（ＡＲＴ）機能 
　 コクレア社のＮＲＴと同様の機能が 
   追加された。 
　	
　	
	

• 　Ｆｉｎｅ Ｈｅａｒｉｎｇ機能 
　 特別な電極刺激方法で低音の解像度 
    を上げ、音楽の聞き取りの向上など 
    期待できる。 
　	
　	
	

• 　MRIへの対応　　　 
　 1.5 T、3.0 T MRIの撮影に対応し 
    ている。（3.0 T MRI撮影時はマグネットを取り外す必要あり）	

• 　神経反応テレメトリーを自動で行う 
    ことができる AutoＮＲＴⓇ 機能　　 
　 乳幼児へのマッピングにはサポー 
　 トとなる。	
　	
	

• 　信頼性 
　 発売後（2014年）より4年で99.82%の 
　 患者が無事に人工内耳を使用できて 
　 いる。                                                                   

（データは、ＩＳＯ5841-2:2000 及び ISO5841-2:2014基準に準拠して算出）	
	
•  世界で最も薄い インプラント       

（厚さ3.9mm、2018年6月時点） 

　　埋め込み部位が目立ちにくい。	

• 　世界No.1のインプラント登録実績　 
　 345,000個以上（2018年6月時点）　　　 
　	

Ｐｒｏｆｉｌｅシステム 

• 　ＭＲＩへの対応 
　 現在普及している1.5 T だけでなく	
   新世代3.0ＴへのＭＲＩも手術的に磁石	
　 を外すことなく撮影可能。 
　	
　	
      	



まとめ	
• 東大ではこれまでの多くはコクレア社製を使用しておりましたが、
近年二つのシステムの機能ついて差はほとんど無くなったと考
え、患者様のご希望に応じて選択をさせていただきます。 

• 両側人工内耳を行う患者様には操作性などの面で同一メーカ
の人工内耳をお勧めさせていただきますが、ご希望があれば別
メーカーを挿入することも可能です。 

• 聴力温存型人工内耳はメドエル社のみ保険認可されておりま
すので、メドエル社の人工内耳を使用します。その基準に満たな
い方でも残存聴力を生かせる可能性がある場合にはメドエル社
をお勧めします。 

• 生涯のお付き合いになりますので、両メーカーにコンタクトをとっ
ていただき、対応・サポート体制なども含めてご検討ください。 


