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害診療の現況を解説 した,

音声とは喉頭で発生する鋸疫であり,物理学的な特性 は声帯の振動数が成人男性 100-

150Hz,成人女性 200-300Hzで,声の強 さは7000100dB,発声持続時間は 10秒以 Lが正常値で

ある.音声を評価する音声機能検査には,声の聴覚心理的評価,声帯振動の検査,声の高さと強

さに関する検査,空気力学的検査,声の落響分析がある.喉頭疾患により音声機能は変化する

が,声門閉鎖不全が生じると呼気流率が増加し,発声持続時間が短縮する.声の高さは声帯の質

量減少および硬化により上昇,質量増加と軟化で低下する.音響分析では,声葦の不均一化によ

りゆちぎが 王二昇し雑音が増加する.音声障害の治療には保存的治療として全身的治療,局所的
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治療 ,産声 リハビリテ-ションがあり,外科的治療としては喉頭マイクロサ-ジャリ-,声帯内

注 入 手札 喉 頭枠組み 手術が行われる.

当科 音声 外来 19年間の受診症例の疾患分布を検討したところ,声帯麻樽症例が 18,0%と鼠

も多 く,以 下声帯ポ リ-プ 12.6%,声帯溝症 12.00/0,声帯結節 11.7%,非器質的音声障害

9.80/0,慢 性 喉頭炎 8.5%,ポリ-プ様声帯6.1%と続いた.各喉頭疾患の音声機能を1描綱jと比

較すると,発声持続時間は声帯結節,声帯ポu-プ,声帯麻輝,矧隼の声鞘 齢謡,女性のポリー

プ様声帯で有ノ酎 二短縮 し,呼 気流率は声帯結節,声帯ポリ-プ,ポリ-プ様声滞,声帯麻軌 男

性の声帯溝症で と昇,声の強 さは声帯麻輝で低 卜,基本周波数はポリ-プ様声帯で低 ドし,男性

の声帯麻輝,声帯溝症,声帯麻棒で 1二昇していた.

当科で施行した甲状軟骨形成術 Ⅰ型の手術前後の首声機能検査成 績 は,呼気流率,最長発声

持続時間,声の強さで有意な改善を認め,甲状軟骨形成術 Ⅰ型が声 帯 麻療症例の音声改善に有

用であることが統計学的に確認された,また,同手術にゴアテ､ソクス上しシー トとシリコンブロッ

クを使用した際の音声機能の改善を比較したところ,最長発声持続時間でシリコン群の改善度

の方が良好であった.今後は医療材料としてより適切なゴアテックス/邑そを用いた術式の~L夫が

重要と思われた,

孝一ワ-ド:音剤軍書,臨床統計,音声機能検査,音声攻 首手術

は じ め に

音声は入間がコミュニケ-ションに用いる最 も

重要な手段であり,その発信器官 と受信諸賢官はい

ずれ も耳鼻咽喉科領域に存在する.音声を受信す

る聴覚の機能に関 しては,純音聴力検査が広 く普

及 しているが,音声の評価にはどのような検査が

あり,首声機能検査成績が喉頭疾患によりどのよ

うに変化するのかは,よく知 られているとはいい

疑い.当科では 1988年に音声外来を開設 し,特定

機能病院耳鼻咽喉科として専門性の高い音声障害

診療を行なってきた.

本稿では音声の物理的,生理的な特性について

解説 し,次いで音声を評価する音声機能検査と音

声障害の治療法につ き言及,さらに当科音声外来

の現況と当科における甲状軟骨形成術 Ⅰ型の治療

成績につき報告する.

喉頭原音 と音声言語

1.音声言語の形成機序

音声とは喉頭の声帯を音源として発生する音波

である.コミュニケ-ションの手段である音声言

語が形成 される機序は,声帯が内転 して蘭声帯閣
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の空間 (声門)が閉鎖す ることに始まる.閉鎖 し

た声門の狭い部分に肺 を駆動源として呼気を送り

出すと声帯は一度外方へ押 し出され,弾力により

内方へ戻るため開閉を繰 り返す振動が起こる.声

帯を内方へ戻す動 きには,流体が狭い間隙を流れ

る際に働 くベルヌーイ効果も加わる.声帯の振動

と呼気により発生する疎密波 (パルス)を喉頭原

音という1).喉頭原音は鼻腔,口腔,咽頭などで

露を共鳴 させて変化 させる働 き,構 音によって首

声言語に形成 される.

2.喉頭原音の特性

(1)声の高 さ

声帯が発するパルス波の振動数を基本周波数と

い う,人間が聴鷺で音声言語 として感 じる音は,

基本周波数のみでなく声道の共鳴周波数であるフ

ォルマン ト周波数を含む.基本周波数の正常値に

は性差があり,成人男性は 100- 150Hz,成人女

性では 200- 300Hzと女性 は男性の約 2倍の周

波数である2).声の高さは年齢に応 じて生理的に

変化する.新生児の泣 き声の基本周波数は 鐘00 -

500Hzであるが,思春期 (13- 14歳)に喉頭が

急激に発育することにより変声が起 こる.変声は

男性で顕著で,声域全体で 1オクタ-ブ低下する.
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その後加齢により声の老化 が生 じ,f}l蔓性 では基本

周波数が上昇し,女性では低 ドする3).

(2)声の強 さ

声の強 さは,音の大 きさを表す dBが単位 とな

るが,正常の発声での声の強 さは 70- 且00dBで

ある2).

(3)発声持続時間

可能な限 り長 く発声 し続けられる時間を最長発

声持続時間といい,10秒以上が正常 と考えられて

いる 隼

音声機能検査

音声を評価する首声機能検査は,声の聴覚心理

的評価,声帯振動の検査,声の高 さと強 さに関す

る検査,空気力学的検鳶,および声の 首響分析に

分類 される.

1.声の聴覚心理的評価

産声の評価法で最 も基本的なものはサ検者の聴

髄的印 象を表現する声の聴覚心理的評価である.

検者の主観を客観的評価に近づけるために,本邦

では日本 首声言語医学会の定めたGRBAS尺度が

用いられている6).こ捌 く度は,5つの項 に=ニつ

き正常 をO,最重度の障害 を3として 0,1,2,3

の4段階の点数で評価するものである.G(酢ade)

は噴声度といい,噴声の程度を総合的に評価する.

罷 (yough)は粗糧性で,がらがら声の程度を評価

する.粗槌性は声葦が不均 一になる病変に起因し,

声帯ポ リ-プ,ポ リ-プ様声帯,喉頭癌などで障

害が現れる.B (breathy)は気息性で,息漏れの

程度を評価する.気息性は声門閉鎖不全に起因 し,

声滞結節,声帯麻輝,声滞溝症などで障害 を生 じ

る.A (asthenic)は無力性 といい,力のない声を

現す.無力性の障害は音声懐 弱症,心因性失声症

などでみられる.S (strained)は努力性で,力ん

だ声の程度を評価する.努力性の障害は痘撃性発

声障害,喉頭癌などで生 じる5).

2.声帯振動の検査

声帯の振動状態を評価する検査で最も一般的な

ものは喉頭 ス トロボスコピ-で,断続して発光す

る光源を用いて振動 している声帯を観察する.塞

本周波数と同 じ同数,同 じ位相点で発光 させて声

帯を観察すると声帯はその位相点で固定 した像 と

してみられる.基本周波数よりわずかに少ない回

数で発光 させると,サイクルごとにみえる位相点

が少 しずつずれるため声帯の振動がスロ-モーシ

ョンで観察できる.喉頭ス トロボスコピー検査で

は〔f)基本周波数,②両声薄の動きの対称性,③振

動の規則性,④声門閉鎖,⑤振幅,⑥粘膜波動,⑦

振動 しない部位,を観察する.

3.声の高さと強 さに関する検査

声の高 さと強 さに関する検査では,基本周波数

(Hz)と声の強 さ (dB)を測定する 2).代表的な

音声機能検査機器には,当科で現在使用 している

マイクに向けた自由発声 を測定す るVis巨Pitch

HモRや,後述の空気力学的検査が同時に施行可能

な Phonolaryngogl-aphlくModelSH-01などがあ

ら.

･1.空気力学的検査

音声を声門から流出する気流として評価する方

法が空気力学的検査である.発声に際 して検出さ

れる気流の速度 を呼気流率 といい,mV秒の単位

で表 し,声門閉鎖不全により異常が生ずる.可能

な限 り長 く発揮 し続けられる時間を測定する最長

発声持続時間も声門閉鎖不全の指標となる.

5.声の音響分析

声を音響学的に分析する検査の うち,臨床的に

よく用いられる評価法には,ゆちぎと喉頭雑音が

ある.ゆらぎは音声の波動の規則的でない成分を

検出するもので,振幅のゆちぎAPQ (amplitude

perturbationquotient) と周 波 数 の ゆ ら ぎ PPQ

(pitchperturbationquotient)がある.障害 された

音声ではゆちぎの成分が増加する.喉頭雑音には,

全音声エネルギ｣ ニ対する雑音エネルギ-比を衷

現 した規格化雑音エネルギ- NNE (normalized

noiseenergy)や,調波成分を信号 とみなして喉

頭雑 音を計義化する信号神経音比 SNR (signalto
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noiseratio)がある7).

6.喉頭疾患による音声機能の変化

喉頭の疾患による空気力学的検査の異常は,声

門閉鎖不全が生じることで呼気流率が増加 して発

声持続時間が短縮する.呼気流率と最長発声持続

時間の積は肺活量に相当し,肺活量が一定であれ

ば呼気流率と最長発声持続時間は反比例の関係に

ある.空気力学的検査に異常が生じる疾患として

は 声 帯 麻 棒 , 声 帯 結 節 , 声帯溝症などが挙げられ

る . 声 の 高 さ は 声 帯 の 質 量が減少 した場合と声帯

が 硬 化 し た 場 合 に 上 昇 し ,声帯の質量が増加した

場合と声帯が軟化した場合に低下する.声の高 さ

が上昇する喉頭疾患には声帯麻痔や声帯溝症など

が,低下する疾患には声帯ポリ～プやポリ-プ様

声帯などがある.音響分析の異常は声帯の不均一

化でゆらぎが上昇し,雑音が増加する.音響分析

の異常は喉頭癌,声帯ポリープ,ポリ-プ様声帯

などでみられる8).

音声障害の治療

音声障害の治療を保存的治療と外科的治療に分

けて分類すると以下のようになる9).

1.保存的治療

(1)全身的治療

感染による喉頭の炎症などに対して,抗菌薬や

消炎剤を全身的に投与.して加療する.

(2)局所的治療

喉頭局所に消炎の処置を行う,代表的な治療法

に喉頭ネブライザーがある.

(3)音声リハビリテーション

変声障害や過緊張性発声障害などの喉頭に緊張

がかかり過ぎる疾患に対 しては,全身および喉頭

に過度にかかる力を抜くリハビリテ-ションであ

るリラクゼ-ション等の弛緩訓練が行なわれる.

逆に声門閉鎖不全などの緊張が不足する喉頭疾患

に対しては,壁を押 したり組み合わせた手を押 し

たりしながら発声して,全身と喉頭に緊張をかけ

るリハビリテーションのブッシング法等の緊張訓
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練 が適応となる.

2.外科的治療

(1)喉頭マイクロサージャリー

全身麻酔,鑑達喉頭鏡下に手術用顕微鏡を用い

て,声帯結節,声帯ポリープ,ポリープ様声帯な

どの声帯に発生した腫癌性病変を切除することに

よって音声の改善を図る.

(2)声帯内注入術

一例Jj性声帯麻棒や声帯溝症のために生じた声門

閉鎖不全に対 し,自家脂肪やアテロコラーゲンな

どを声帯内または声帯の外側に注入して,声帯の

遊離縁を内方へ移動させて声門閉鎖不全を軽減さ

せる手術である.

(3)喉頭枠組み手術

喉頭の枠組みを形作る軟骨に手術的操作を加え

て,声門閉鎖不全を生 じた麻療側の声帯を内方へ

移動,発声時の声門間隙を縮小 し声門閉鎖不全を

改善させる.現在行なわれている喉頭枠組み手術

の術式には甲状軟骨形成術,披裂軟骨内転術,外

側輪状披裂筋牽引術などがある.

当科音声外来の臨床統計

当科では,耳鼻咽喉科領域各分野の専門外来を

設けて特定機能病院耳鼻咽喉科として専門性の高

い外来診療を行っている.本章では,1998年から

2006年までの 19年間に当科音声外来を受診した

症例を臨床的に検討 した結果につき報告する10)

1.総検査件数.受診音数

19年間の総検査件数は2,747件,年間の検査件

数は 100-200件であった.年を経るにつれて経

過観察の再診例が増えるため新患数,すなわち受

診者の実数の割合は徐々に低下 して 1993年以降

は50%程度で,19年間の新患総数は 1,430例で

あった.

2.疾患内訳

疾患の内訳は声帯麻韓が及8.00/Oと最も多く,漢

いで声帯ポリ-プ12.6%,声帯満症 12.00/0,声帯
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図 1 疾患内訳

文献 10)より改変して引)tJ

結節 lュ.7%,喉頭に器質的病変を認めない非 器質

的音声障害 9.8%,慢性喉頭炎8.5%,ポ リ-プ様

声帯 6.1%であった.声やのどの異常を訴えて外

来を受診 したが喉頭の異常所見を認めなかったJtミ

常例 も11.5%みられた (図 1)｡

:;.疾患と性別

対象疾患瑚 年別と症例数をみると,喉頭癌,堰

頭良性腫鳴,声滞溝症,声 帯麻輝で男性が多く,

声帯結節†声帯ポ リ-プ,ポ リ-プ様声帯,非器

質的音声障害で女性の症例が多くみ られた (図

2上

4.年齢分布

各疾患の隼齢分布を検討 したところ,声帯結節

では10歳未満が最 も多く,10- 30歳代は 10歳

未満の半分程度で,40歳代以降は少 しずつ減少 し

ていた.声帯ポ リ-プは 40-50歳代,ポ リ-プ

様声葦は 50歳代にピ-タがみられた.喉頭癌,慢

性喉頭炎,声帯溝症,jffI帯麻輝は高齢者に多い傾

向があり,いずれ も60歳代に最 も多かった (義

1).

Tl.音声機能検査成績

成年 と小児ではもともと首声機能が異なるた

め,16歳未満の症例を除いた成年につき代表的な

喉頭疾患である声帯結節,声帯ポ リ-プ,ポ リ-
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図2 疾患と性別

文献 10)より改変して13旧J

表 l 牛酪分布

疾患＼年齢 -0 10-20-30--40--50-- 601 70- 80--

声帯結節

声帯ポリープ

ホリーフ様声帯

喉頭癌

喉頭良性腰痛

喉頭炎

声帯溝症

声帯麻痩

非器質的音声障害

46 23 2 2 24 19 18 11 4

1 3 1 2 19 5 1 51 36 9 2

1 2 1 10 13 33 16 8 1

3 9 13 5

2 1 7 10 6 3

2 6 13 16 20 24 25 13

3 2 6 35 62 55

3 5 10 13 33 50 88 49

2 16 23 20 18 19 27 15

正常 1 9 15 17 18 36 41 25

文献 10)より改変して引用

プ様声帯,声帯溝症昌 旨滞麻樺の 5疾患を対象に,

最長発声持続時間,無間位発声時の呼気流率,最

大発声時の声の強 さ,無関位発声時の基本周波数

を集計 し,正常例 との差異を Studentの t検定 を

用いて各々男女別に検討 した.検討 した5疾患 と

正常例の各音声機能検査成績の平均値 と標準偏差

を男女別に示す (衰2:男性,衰3:女性).

最長発声持続時間は男性では声帯結節,声帯ポ

リ-プ,声滞溝症,声帯麻輝で韮l三常例よりも有意

に短縮 しており,女性では声帯結節,声帯ポ リ-

プ,ポリ-プ様声帯,声帯麻輝で有意差を認めた.

呼気流率は賢蔓性では検討 した 5疾患全てで,女性

では声帯溝症 を除いた射吏恩で,MfE常例より有意

に増加 していた.芦の強 さは男女とも声帯麻棒で
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嚢 2 音声機能検査成績 (男性 :平均値±標準偏差)

最長発声持続 呼気流率 声の強さ 基本周波数

時間(秒) (mレ′秒) (dB) 的Z)

声帯結節

声帯ポリープ

ポリープ様声帯

声帯,=*症

声帯麻痔

正常

19.6±10,5 204.9±72.7 913±106 T64..1_±5_5_6

18_1±7.3 235.6±1150 936±6､3 138.5±357

21.0±9.5 2187±98､0 925±8_3 1.I_P6±27.2
18.4±10.2 21ト8±1182 92､2±64 _l"63.6_±49.5

9.4±T4 5585±314_3 867±9.4 1492±52.1

25_0±10.2 160_8±515 93.8±70 1347±336

下線 正常例と有意蓋ありLp<005Jl

文献10)より改変して引用

有意差を認めた.基本周波数は男性では声帯結節,

声帯溝症,声帯麻輝で有意に正常例 よりも高 く,

ポリ-プ様声帯で有意に低かった.女性ではポリ

-プ様声帯で正常例よりも有意に基本周波数が低

かった (表 乳 3).

6.考察

当科の疾患内訳の特徴として,過 去の報告に比

べて声帯麻輝の頻度が高かった 11).これは院内

の頚胸部疾患手術前後の声帯麻輝紹介症例が多

く,さらに当村では後述する音声改善手術の甲状

軟骨形成術Ⅰ型を積極的に行なっていることが紹

介症例を多くしているためと思われた.声滞ポリ

ープが過去の報告に比べて少なかったが 11),声

帯ポリープは他疾患に比べて治療方針の決定が容

易で,県内各施設で対応可能なためと考えられる.

各喉頭疾患の性別や年齢の傾向は過去の報告と同

様であった 11)

声門閉鎖不全に由来する最長発声持続時間と呼

気流率の異常は代表的な喉頭疾患の全てにおいて

生 じ,特に声帯麻棒で重度の障害を認めた.声の

強 さの異常は,声門閉鎖不全が重度な声帯麻痔の

みで現れた.基本周波数の異常は,病変が声帯の

全体に生 じて声帯質量増加と声帯軟化が高度なポ

リープ様声帯で著明であった,

当科における甲状軟骨形成術 Ⅰ型の治療成績

かつて当科で声帯麻輝により畷声をきたした症

例の自然経過を検討 したところ,6割で経過観察
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豪3 音声機能検査成績 (女性 :平均値±標準偏差)

声帯結節

声帯ポリープ

ホリーフ描声帯

声帯溝症

声帯麻痔

正常

最 農 発 声 持続 呼気流率 声の強さ 基本周波数
時 間働 ) (rnl/秒) (dB) (Hz)

1､6.t_圭_6._@ _埴生皇_±_≦旦_1 890±7.8 214.3±475

151±6.4 194.8±1Q6､2 88.7±6､5 2023±404

131±74 1954±854 88.0±6.8 173､6±46､0

163±63 1295±518 868±7.2 213.3±6Jl.5

107±6.8 2924±2315 839士64 210.1±583

187±6.6 1246±582 879±74 212,5±477

下線 正常例と有意量ありLp<005:･

文献10)より改変して引用

中に音声の改善を認め,そのうち声帯麻棒自体が

治癒 した症例は半数の 3割であった 12).すなわ

ち,声帯麻痔症例のうち自然治癒の期待できる3

割を除いた7割の腰卜者では音声改善手術の適応を

検討する価値があると考えられる.

1.当科における甲状軟骨形成術 Ⅰ型の工夫

(1)麻酔法,喉頭のモニタリング

本手術の原法は局所麻酔下で行い,術中に発声

して音声をモニタ-しながら声帯の内転位を決め

るが,当科では全身麻酔の手術法の工夫を行って

いる13).全身麻酔に際 して気管内挿管は行わずに

ラリンジアルマスクを用い,ラリンジアルマスク

の内視鏡チャンネルにファイバ-スコープを挿入

して喉頭内腔をモニタリングしながら声帯の内転

位を決める術式である (図 3左)13).当科の術式

により,治療効果を落とすことなく愚者の苦痛を

軽減 した手術が可能となる.

(2)甲状軟骨の開窓による麻棒声帯の内方移動

甲状軟骨を開窓 し,自家軟骨片や人工材料を挿

入して麻輝 した声帯を内方へ移動 させる.現在当

科ではゴアテックス'I竜/シー トを帯状に加工 して開

窓部から挿入している (図3中,右)13)

2.手術後の音声機能検査成績の変化

甲状軟骨形成術 Ⅰ型を施行 した症例の手術前後

の 音 声 機 能検査成績を比較 したところ,呼気流率

の低下 (図4左),最長発声持続時間の延長 (図 4

着),声の強 さの上昇 (図 5左)において統計学

的に有意差をもって改善が認められた 14)
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図3 甲状軟骨形成術T型

左 :内視鏡で喉を蜘瑚空を観察 しなが ら手術を行う (0:術 晋).申,缶 :頚部の術野.中は甲状軟骨 (T)

にゴアテックが そ･シ- 卜 (G)を固定 したところ.右はゴアテ ックスr㍗シー トを甲状軟骨の内方へ挿入した

ところ.挿入されたゴアテックス盲㍗シ- 卜により麻軽声帯は内方へ移動する,

文献13)より改変 して引用

nll/秒 秒
25

p<0･01 20

術音符 術後

呼気流率

罰野 間

最長発声持続時間

図4 甲状軟骨形成術 T型前後の 産声機能 (1)

文献 14)より政変 して引用

3.挿入材料による音声機能改善度

本手術の甲状軟骨開窓部への挿入材料は原法で

は自家軟骨片であるが,その後各種人工材料を用

いた術式が考案 された.当科では以前はシリコン

ブロックを用いていたが,シリコンが医療材料 と

して問題 となったことからゴアテックス勘 二切 り

替 えた.

挿入材料にシリコンブロックを使用 したシリコ

ン群 と,ゴアテ ックス耳シ- 卜を使用 したゴアテ

dB
100

90

80

70

60 守 __

声の強さ

Hz

300

25O

200

150

100

50

.∴

二術 前 術後

基本周波数

図5 甲状軟骨形成術 Ⅰ型前後の音声機能 (2)

文献 14)より政変 して引用

度 を比較検討 したところ,最長発声持続時間にお

いて有意にシリコン群がゴアテックス互群 よりも

改善 していた,

･1.考察

当村のデータにより,甲状軟骨形成術 Ⅰ型が声

帯麻捧症例の音声機能改善において有用であるこ

とが統計学的に確認 された.

シリコン群で最長発声持続時間の改善が良好で

あった理由としては,シリコンブロックの方が硬
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度があり固定に適 した性質を持つためと考えられ

た.しかし,社会的には医療材料として認可のあ

る材料が望ましく,挿入位置や挿入法を工夫する

ことでゴアテックス宜 ･をず鋸 1てよりよい音声機能

改善を図ることが重要と思われる.

ま と め

人間のコミュニケ-ションにおいて重 要な音声

につ き,その発生機序 と物理学的,生理学的な特

性を述べ,音声を評価する音声機能検査と音声障

害の治療法について概説 した.さらに,新潟県内

報告 し,当科で積極的に行っている音声改善手術

である甲状軟骨形成術 Ⅰ型の工夫と治療成績なら

びに今後の展望につき解説 した.
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