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松島

著
チタン製インプラントを用いた甲状軟骨形成術Ⅰ型
についての検討

康二

【目的】組織親和性に優れた金属であるチタンを用いて，甲状軟骨形成術Ⅰ型
専用のインプラントを開発し，その音声改善効果と安全性について検討した．

東邦大学医療センター大森病院

【対象と方法】胸部大動脈疾患を原因とする男性左声帯麻痺患者９名に対して

耳鼻咽喉科

披裂軟骨内転術と専用チタンプレートを用いた甲状軟骨形成術Ⅰ型を行い，術後
３カ月時点での音響分析検査，ストロボスコープ所見，MPT，MFR，VHI，頸
部 CT について評価した．手術は laryngeal mask を用いた全身麻酔下に行い，全
例術中に laryngeal mask を抜去し覚醒させ音声を確認した．
【結果】術後，各検査において改善を認め，ストロボスコープでは対称性のあ
る粘膜波動が確認された．頸部 CT では今回検討を行った全例においてチタンプ
レートは声帯と平行に留置されており，チタンプレートの破損・変形・脱落・移
動は認めなかった．
【考察】声帯麻痺を治療するに当たり患者本来の音声を再獲得するためには，
麻痺声帯を発声時の生理的状態に近づけなければいけない．そのためには甲状軟
骨形成術Ⅰ型により声帯前方の支点と振動体の再形成を行い，披裂軟骨内転術に
より声帯後方の支点の再形成と声帯に適度な緊張を与える必要がある．この目的
のために開発したチタンプレートを用いた音声改善手術について検討を行い，生
理的な声帯振動とともに良好な音声改善効果が得られることを確認した．
キーワード : 声帯麻痺，甲状軟骨形成術Ⅰ型，披裂軟骨内転術，
チタンプレート

「３７４―４―１喉頭形成術 : 人工形成材料挿置術・軟骨片挿

はじめに
甲状軟骨形成術は音声障害の病態に応じて喉頭に手術

置術」と「３７４―４―２喉頭形成術 : 筋弁転位術・軟骨転

操作を加えることにより，その内部にある声帯の位置や

位術・軟骨除去術」の二つに細分化された７）．このよう

１）

緊張度を変化させ，症状を改善させる手術である ．そ

に保険医療として認定された診療行為名称に人工形成材

の中で甲状軟骨形成術Ⅰ型は声帯を内方へ移動する手術

料挿置術と記載されているものの，現在この手術に用い

であり，声帯麻痺に代表される発声・嚥下時の過剰な声

ることが薬事法により承認された人工材料は存在しない

２）

門間隙を改善する目的で行われる ．この手術が行われ

ばかりか，該当する一般的名称すら存在しない．その理

るようになった当初，内方に移動した声帯の固定にはシ

由としてこの手術の症例数が全国的にみて比較的少ない

３）

リコンブロックが用いられていたが，McCulloch ら の
Ⓡ

ことや，インプラントはクラスⅢの医療機器に相当する

報告以降 Gore―tex に代表される ePTFE シートを折り

ため，薬事審査において最初に承認を得る先発医療機器

込んで声帯を移動・固定する方法もその扱いやすさから

の場合，承認を得るに当たりインプラントの安全性やそ

４）

広く行われるようになった ．また国外には既製のイン

の効果など，証すべき課題が多いことが要因として挙げ

プラントが数種類存在し使用されている．

られる．

平成２６年度の診療報酬改定で甲状軟骨形成術Ⅰ型は，

今回報告するインプラントの素材であるチタンは歯科

「診療報酬区分・K400―1/診療行為名称・喉頭形成手術 :

インプラントや人工骨・関節などに用いられている組織

人工形成材料挿置術」に該当する５）．昭和６１年度までは

親和性に優れた性質をもつ金属である．そして磁性も弱

６）

「喉頭形成術」のみであったが ，昭和６３年度の改定時に

く MRI 検査に支障が出ることもない．このチタンを用
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図1

2015

甲状軟骨形成術Ⅰ型専用チタンプレート
（特許出願番号・国内特許 : ２０１４―０１２２６８，国際特許 : PCT/JP2014/083845）
ａ : 製作したプレート．固定部と調節部から構成されている．
ｂ : プレートの製作図．プレートの厚み，長さ，幅はそれぞれ 0．
2mm，28mm，5mm（固定部）
/4mm（調節部）
．

いた甲状軟骨形成術Ⅰ型専用のインプラントを製作し臨
床研究を行ったので報告する．
対象と方法
・甲状軟骨形成術Ⅰ型専用チタンプレート
今回用いたチタンプレートの製作は株式会社若吉製作
所（福井県鯖江市）に依頼し，使用するチタンは JIS２
種（ASTM Gr2 相当）の純チタンを用いた．チタンプレ
ートと製作図面を図１に示す．
このチタンプレートはプレートを甲状軟骨板に固定す
る部位と声帯の内方移動を調節する部位から構成されて
いる．固定はプレートにある２カ所の穴を用いて行い，
プレートを任意の箇所で山折り→谷折り→谷折り→山折
りの順で折り曲げることにより声帯の内方移動の調節を
行う．またプレートは男女兼用であり男性より喉頭の小
さい女性に使用する際，プレートの長さの調節が必要な

図2

術中所見（甲状軟骨左側）
発声時の声帯レベルを投影した位置に開窓を
行い，チタンプレートを留置する．固定はプ
レートにある２箇所の穴に２―０ナイロン糸
を通して行う．

場合には，一般に使用されているニッパー等で容易に行
の甲状軟骨正中線から 5〜6mm の位置に 5×10mm の開

うことができる．
本研究は東邦大学医療センター大森病院倫理委員会の

窓を行った．開窓した軟骨片は取り除き，温存した内軟

承認（承認番号２２―２９）のもと，書面による同意を得ら

骨膜ごと声帯を内方へ移動した．その際，全例 laryn-

れた患者に対して施行し，手術の適応は麻痺発症から６

geal mask を抜去し覚醒させて，チタンプレートを患者

カ月以上経過しても改善を認めない症例とした．手術は

の音声に合わせて成形し，声帯を内方移動させる幅と距

患者への侵襲を減らすため laryngeal mask を用いた全

離を調節した．そしてプレートにある２箇所の穴に２―

身麻酔下に行い，術中に覚醒させ音声を確認する必要が

０ナイロン糸を通して甲状軟骨と結紮固定した（図２）
．

あるため，麻酔薬は覚醒状態への移行が容易な吸入麻酔

平成２５年５月から１１月の間に当院で喉頭形成術を行っ

（デスフルラン）と鎮静薬（デクスメデトミジン塩酸塩）

た胸部大動脈疾患を原因とする男性左声帯麻痺患者９名

を使用した．全例に披裂軟骨内転術も併せて行い，手術

４歳 : ４４〜８４歳）に対して，術後３カ月時点で
（平均６３．

は最初に披裂軟骨内転術，次に甲状軟骨形成術Ⅰ型の順

の音響分析，最長発声持続時間（以下 MPT）
，発声時平

２）

で行った．甲状軟骨形成術Ⅰ型は原法 に従い，甲状軟

均呼気流率（以下 MFR）
，Voice Handicap Index（以下

骨上に発声時の声帯レベルを投影した線を引き，その線

VHI）
，ストロボスコープ所見，頸部 CT について評価
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音響分析，MPT，MFR，VHI の検査結果
Preoperative

3 Months

p―value
０．
００１

Acoustic Analysis
Jitter ％

Shimmer ％

NHR

MPT（sec）

MFR（ML/sec）

Mean

１３．
５８

０．
６０

Range
SD
Mean
Range

６．
４４―１９．
３５
±５．
９５

０．
４１―１．
００
±０．
１９

２２．
１２
９．
９２―３０．
６７

２．
９３
１．
８４―４．
０３

SD
Mean
Range
SD
Mean
Range

±６．
５８
０．
６８

±０．
６６
０．
１３

０．
２６―１．
４３
±０．
４２

０．
１１―０．
１５
±０．
０２

１．
８
１―３

１０．
４
５．
５―１５

SD
Mean
Range
SD

±０．
６１
１２８９

±３．
０６
２５０

７１５―１７４４
±３７１．
８７

２１３―３１０
±３８．
３９

Mean
Range
SD
Mean
Range
SD
Mean
Range
SD
Mean
Range
SD

２２．
２
６―３４
±９．
３６
２１．
６
４―３５
±１０．
６４
１６．
３
３―３５
±１０．
０４
６０．
１
１６―１０４
±２８．
３４

３．
９
０―７
±２．
８５
６．
２
０―１４
±４．
９４
１．
４
０―５
±１．
８８
１１．
６
０―２６
±９．
１０

＜０．
００１

０．
０１２

＜０．
００１

＜０．
００１

Voice Handicap Index
Functional

Physicsal

Emotional

Total

＜０．
００１

０．
００１

０．
００１

＜０．
００１

した．音響分析は KayPENTAX 社・コンピュータース

が難しい場合の評価も「無」とした．２名以上が「有」

ピ ー チ ラ ボ CSL4500 の Multi―Dimensional Voice Pro-

と評価した項目を「＋」と判定し，２名以上が「無」と

gram
（MDVP）を用いて検査を行った．MFR はスパイ

評価した項目を「−」と判定した．術前にも評価が可能

ロメーター（CHEST 社製 CHESTAC―8900）を用いて測

であった項目に関しては術前後の比較も行い，統計学的

定し，ストロボスコープは OLYMPUS 製電子内視鏡シ

処理は対応のあるｔ検定を用いて行った．ただし表１に

ステム OTV―S7Pro とスコープ ENF―VQ にストロボ光

示す各値は検査を行った全症例から求めた値であるが，

源として永島医科器械製 LS―3A を使用し検査を行った．

統計学的処理に関しては欠損値のある症例は除いて検定

頸部 CT は SIEMENS 製 SOMATOM Definition Flash を

を行った．

用いて撮影し，撮影データから声帯に対して平行な軸位
断像と垂直な冠状断像の再構成と 3DCT を構築した．
音響分析検査，空気力学的検査は共に日本音声言語医学
会編の『新編

８）
に準拠して施行した．VHI
声の検査法』

結

果

音響分析，MPT，MFR，VHI の検査結果を表１に，
ストロボスコープ所見を表２に示す．

は日本音声言語医学会推奨版を使用した．ストロボスコ

・音響分析

ープの評価は著者以外の音声を専門とした耳鼻咽喉科専

各音響パラメーターのうち周期のゆらぎに関しては

門医３名（それぞれ耳鼻咽喉科経験年数が２７年，２５年，

Jitter ％を，振幅のゆらぎに関しては Shimmer ％を，

８年の医師）に依頼し，声門閉鎖，粘膜波動，左右声帯

そして雑音成分に関しては NHR について検討した．術

の対称性，規則性（位相差の有無も含む）の４項目につ

前は解析不能症例が２症例存在した．各パラメーターの

いて評価した．評価は「有」
／「無」とし，有か無か判断

５８から０．
６０へ，Shimmer
術前後の平均値は Jitter ％が１３．
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表2
Age

2015

術後ストロボスコープ所見
Stroboscopic Findings

Vocal fold closure

Mucosal waves

Symmetry of mucosal waves

Periodicity of mucosal waves

Case 1

６６

＋

＋

−

−

Case 2

８４

＋

＋

＋

＋

Case 3

６８

＋

＋

＋

＋

Case 4

７２

＋

＋

−

＋

Case 5

６２

＋

＋

−

＋

Case 6

６６

＋

＋

−

＋

Case 7

６４

＋

＋

−

＋

Case 8

４５

＋

＋

−

＋

Case 9

４４

＋

＋

＋

＋

Mean

６３．
４

声門閉鎖，粘膜波動に関しては全症例「＋」
，規則性に関しては１症例を除き「＋」であった．対称性に関しては「＋」が３症
例，
「−」が６症例であった．

％が２２．
１２から２．
９３へ，NHR が０．
６９から０．
１３へと基準範
９）

囲内でありかつ成人男性の平均値まで改善した ．
・最長発声持続時間（MPT）
，発声時平均呼気流量
（MFR）

考

察

１． 声帯麻痺
声帯は発声・構音器官の中で，肺からの空気流を空気
の疎密波に変換し共鳴腔に送り出す振動部に位置する．

８秒から術後平均１０．
４秒まで延長し
MPT は術前平均１．

その支配神経である迷走神経および反回神経が，腫瘍や

た．MFR は術前平均 1289ml/S か ら 術 後 平 均 250ml/S

血管性病変，手術操作などの影響を受けると声帯運動に

まで減少した．

障害が起き，声門閉鎖不全による気息性嗄声と誤嚥を生

・Voice Handicap Index
（VHI）

じる．

１
VHI に関して手術前後で比較したところ術前平均６０．

一側声帯麻痺の治療方法としてこれまでさまざまなコ

から術後平均１１．
６まで減少し自覚症状の改善を認めた．

ンセプトのもと複数の術式が報告されてきた．手術は上

VHI の各要素について個別に評価を行ったところ機能的

気道を経由して自家組織もしくは人工材料を声帯に注入

２から術後平均３．
９まで，身体的側
側面では術前平均２２．

する方法と，頸部外切開下に甲状軟骨板経由で声帯を内

６から術後平均６．
２まで，感情的側面
面では術前平均２１．

方に移動する方法に大別される．保険医療上の診療行為

３から術後平均１．
４までとすべての要素
では術前平均１６．

名称では前者が喉頭粘膜下異物挿入術に，後者は喉頭形

で改善を認めた．

成術に相当し，両術式ともその注入材料やインプラント

・ストロボスコープ所見

に人工材料の使用が試みられてきた．しかし薬事法によ

術前の評価は発声努力により健側仮声帯が突出して声

りこれらの術式に使用することを承認された人工材料は

門の観察が困難な症例や，最長発声持続時間が極端に短

いまだ存在しない．

く検査が困難な症例が大半であったため術後の評価のみ

いずれの術式も発声・嚥下時の過度な声門間隙を解消

行った．声門閉鎖，粘膜波動に関しては全症例「＋」
，

する目的の手術ではあるが，そのうち嚥下機能に関して

規則性に関しては１症例を除き「＋」であった．対称性

は，嚥下時に声門を上気道と下気道が遮断される状態に

に関しては「＋」が３症例，「−」が６症例であった．

できれば目的は達成できる．一方発声機能に関しては，

・頸部 CT

麻痺により機能の喪失もしくは低下した内喉頭筋の働き

今回検討を行った全例においてプレートは声帯と平行

を代償し振動部として声帯を機能させなければ良好な音

に留置されており，プレートの破損・変形・脱落・移動

声は再獲得できない．そのためには麻痺声帯を発声時の

は認めなかった（図３，図４）
．

位置に移動させ，適度な緊張をもった振動体として再構

また今回検討を行った全症例において，術後に再開創

築する必要がある．

が必要な出血や感染は認めず，気管切開が必要になるほ

２． 甲状軟骨形成術Ⅰ型

どの粘膜下出血や喉頭浮腫は認めなかった．

１９７４年に Isshiki ら１）が喉頭枠組み手術を体系化した
中で，甲状軟骨形成術Ⅰ型は声門閉鎖不全を改善する手
術に位置する．主に声帯麻痺の治療目的に行われてお
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症例５の術後頸部 CT（ａ : 軸位断，ｂ : 冠状断）
声帯と平行な軸位断像と垂直な冠状断像を再構成した．チタンプレートが声帯と平行に留
置されており，プレートの破損・変形・脱落・移動は認めない．症例５以外の今回検討を
行った全症例においても，同様の結果が確認された．

いる．次に ②内軟骨膜の取り扱いについても同様に原
法に準じ内軟骨膜は温存している．声帯振動に重要なの
はカバーである粘膜部分ではあるが，ボディーである声
帯筋（内筋）も声帯振動に関与している１０）．声帯麻痺を
来すと声帯筋は萎縮する１１）．萎縮した筋線維を振動部に
集めるためにはある程度の幅をもって内方へ押し込む方
が効率が良い．仮に内軟骨膜を処理すると直接内筋を押
し込む形となる．そのような場合，押し込む程度や術後
経過の中でインプラントが筋線維を分けて内方に入り込
a
図4

b

み，粘膜直下に移動し声帯振動を阻害する危険性や，イ
ンプラントが内腔へ露出する危険性がある１２）．③の開窓

症例５の術後 3DCT

に際して生じる軟骨片の取り扱いに関して，原法では温

チタンプレートが声帯と平行に留置されており，

存した軟骨片ごと内方へ押し込み固定している．声帯を

プレートの破損・変形・脱落・移動は認めない．

人工材料で直接押し込むよりは，自家軟骨を介した方が
異物反応の軽減効果も見込め有益であると思われるが，

り，手技および固定材料に関する色々な工夫が各施設で

内軟骨膜温存と軟骨片温存の両立は手技として難しい．

行われている．

今回用いたチタンは組織親和性に優れた金属であり，痙

その主な点として

攣性発声障害に対する手術である甲状軟骨形成術Ⅱ

①開窓の位置と大きさ

型１３）１４）や喉頭外傷１５）に用いられ喉頭領域においての安全

②内軟骨膜の取り扱い

性も確認されている．そのため音声改善の点でより重要

③開窓に際して生じる軟骨片の取り扱い

な内軟骨膜の温存を確実に行うために，軟骨片は処理し

④固定材料とその形状

チタンプレートで直接声帯を押し込んでいる．④の固定

が挙げられる．
これらの点に関してわれわれの施設で行っている術式

材料に関しては現在数種類の材料が用いられており，今
回報告したチタンプレートの特徴も含め次項で述べる．

について述べると，①開窓の位置と大きさについては原

３． 甲状軟骨形成術Ⅰ型専用チタンプレート

法に準じて行っている．さらに術前に CT を行い声帯に

国内では甲状軟骨形成術Ⅰ型を行う際に，内方移動し

対して垂直な冠状断像を再構成し開窓の位置を確認して

た声帯の固定には現在一般的に Gore―texⓇ に代表される
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ePTFE シートを折り込んで固定する方法が用いられて
１６）

１７）

おり ，ほかにシリコンブロック や水酸化アパタイ
１８）

2015

長くなり，片側甲状軟骨板の中央部分が最も長く（深
く）なる．甲状軟骨形成術Ⅰ型の開窓部位は軟骨下端に

ト を使用している施設もある．この手術が行われ始め

近いため内軟骨膜は軟骨付着による可動制限を受ける

た当初に広く用いられていたシリコンブロックは弾性に

．長軸面に対して９０°
に折り曲げたプレートを
（図６―ｂ）

優れた固定素材であるが，シリコンブロックから成形す

用いると，内方移動した際にこの制限を受けプレート後

るのには時間と技術を必要とした．また乳房形成用シリ

部が上方（甲状軟骨板の中央方向）へ向き，声帯と平行

１９）

コンバッグによるトラブルが後を絶たず ，シリコンイ

に押し込むことができない．この問題に対応するために

ンプラントに起因する骨吸収２０）や二次的な炎症によりイ

/７５°
のレーザーマーキン
プレートの谷折り部分に１１５°

ンプラントの除去を余儀なくされた症例報告も散見さ

，この線に沿って折り曲げることに
グを加え（図６―ｃ）

２１）

れ ，組織親和性の点から生体内にシリコンを長期間留

傾かせた（図６―ｄ）
．こ
よってプレートを下方へ約１５°

置することを懸念する意見が多くなった．加えて製造物

の傾きによってプレート先端が上方へ向く力と相殺し，

責任法の制定によりシリコンの入手が困難となったこと

プレートを声帯と平行に押し込むことが可能となった．

も影響し，国内においてシリコンを使用する施設は少な

今回この方法でプレートを成形し使用した全症例で，プ

くなった．また現在広く用いられている ePTFE シート

レートが声帯と平行に留置されていることと，生理的な

の優れた組織親和性は心臓血管外科・腹部外科領域で確

声帯振動とともに良好な音声改善効果が得られることが

認されており，入手しやすく術中の変形が容易である

確認された．

が，固定素材としては軟らかくまたスポンジ状であるた

これまでにも甲状軟骨形成術Ⅰ型専用のチタン製イン

め体液を吸収して膨化したり，長期留置による周囲から

Ⓡ
Vocal
プ ラ ン ト は Friedrich に よ る TVFMI（Titanium

の圧迫で薄くなったりと，その体積が変化するため意図

２４）
や Devos ら に よ る ThyroFold Medializing Implant）

した形状での維持が難しいという面もある．また折り込

．また本邦では松島
ProtipⓇ２５）が報告されている（図７）

んだ ePTFE シートが術後に移動し音声が悪化した症

ら２６）が今回の報告の前身となる甲状軟骨形成術Ⅰ型に用

２２）

２３）

例 やシリコンブロックが気道内へ露出した症例 の報

いる４種類のチタンプレートを報告している．TVFMIⓇ

告があり，固定に関する問題もある．

は声帯全長の内方移動と披裂軟骨の内転効果を得る目的

今回製作したインプラントの材料であるチタンは，医

で製作されたインプラントであるがその形状と挿入およ

療器具として既にさまざまな領域で薬事法の承認を得て

び固定方法から，声帯の粘膜直下にインプラントが留置

用いられている安全性の高い金属である．このチタンか

されるため声帯振動を阻害する危険性が生じ，期待して

ら成形した甲状軟骨形成術Ⅰ型専用プレートは，プレー

いた内転効果は生理的な内転運動とは異なる可能性が高

トを甲状軟骨板に固定する部位と声帯の内方移動を調節

い．ThyroProtipⓇ は声帯の内方移動を行う目的で製作さ

する部位から構成され，甲状軟骨板との固定は２―０ナ

れ，スクリューによる細かい調節が可能であるが，内軟

イロン糸を用いてプレートにある２箇所の穴を通して行

骨膜を処理して挿入する必要があることと，押し込む力

う．今回の検討では，全例でプレートの破損・変形・脱

が最もかかる箇所は声帯の中〜後方の振動部として重要

落・移動は認めず，このプレートの強度と固定方法の安

な部位であるため，筋線維を分け入って粘膜近くにイン

定性が証明され，この手術が行われ始めた頃に使用され

プラントが位置すると声帯振動を阻害する危険性が生じ

ていたシリコンブロックほどではないものの，声門閉鎖

る．ほかにシリコン製インプラントとして Montgomery

時の外力に耐え得る弾性と，現在多くの施設で使用され

による MontgomeryⓇ Thyroplasty Implant System２７）が，

ている ePTFE シートの易工作性を併せ持ったインプラ

そして水酸化アパタイト製インプラントとして Storck

ントであることが確認された．

による VoCoMⓇ２８）が報告されている．これらのインプ

声帯を内方移動する程度はプレートを任意の箇所で山

ラントも声帯の内方移動と披裂軟骨の内転効果を得る目

折り→谷折り→谷折り→山折りの順で折り曲げることに

的で製作されたインプラントであるがチタン製のインプ

より声帯前方を押し込む深さ（声帯前方の支点の再形

ラントと同様に内軟骨膜を処理する必要があること，声

成）と，声帯を押す幅と押し込む深さ（振動体の再形成）

帯の中〜後方の振動部として重要な部位の粘膜近くにイ

．声帯の内方移動を行うに当た
を調節する（図５―ｂ）

ンプラントが位置するため声帯振動を阻害することが危

り，一側の甲状軟骨板を長方形としてみると甲状軟骨形

惧され，インプラントによる内転作用は生理的な内転運

．剥
成術Ⅰ型の開窓部位は前下方に位置する（図６―ａ）

動とは異なる可能性が高い．背景が異なるため正確な比

離した内軟骨膜の周囲は軟骨に付着しているため，内軟

較はできないが，参考までにこれらのインプラントおよ

骨膜と軟骨との距離は下方では短く上方にいくにつれて

２９）
を用いて行った手術後
び Gore―TexⓇ（ePTFE シート）
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b

麻痺声帯に対する披裂軟骨内転術と甲状軟骨形成術Ⅰ型の役割
ａ : 披裂軟骨内転術により麻痺声帯を発声時の位置に移動・固定し，声帯後方の支
点を再形成するとともに（☆印）声帯に適度な緊張を与える（両端矢印線）
．
ｂ : チタンプレートを用いた甲状軟骨形成術Ⅰ型により声帯前方の支点（☆印）と
振動体（声帯粘膜とプレートに囲まれた部分）の再形成を行う．

図6

a

b

c

d

甲状軟骨形成術Ⅰ型専用チタンプレートの特徴
に折り曲げたプレートを用いてもプレ
ａ : 内軟骨膜が甲状軟骨から完全に剥離できた場合，長軸面に対して９０°
ートは声帯と平行に留置できる．
ｂ : 剥離した内軟骨膜の周囲は軟骨に付着しており（破線部分）
，それによる可動制限を受ける．そのためプレ
ート後部が上方へ向いてしまい声帯と平行に押し込むことができない．
/７５°
のレーザーマーキング．
ｃ : プレートの谷折り部分に施した１１５°
傾く．この傾きによってプレート先端が
ｄ : レーザーマーキングに沿って折ることによりプレートが下方へ１５°
上方へ向く力と相殺し，プレートを声帯と平行に押し込むことが可能となる．

の音響分析結果と，今回報告したプレートの術後結果を
２５）
３０）
３１）

るためには，インプラントを声帯後方の深部まで挿入す

，今回報告したプレートを使用す

る必要があるため，結果としてインプラントが粘膜近く

ることによりほかの報告と比べて少なくとも同等の音声

に位置し声帯振動を妨げる危険性が生じる．また披裂軟

改善効果を得られることが確認された（表３）
．

骨の運動は rocking motion，gliding motion，rotating mo-

対比してみると

前述の通り甲状軟骨形成術Ⅰ型の手術で内転効果を得

tion から成り立ち，そのうち一番大きな運動は rocking
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a

b
図7

2015

c

d

e

声帯麻痺の治療に用いられているさまざまなインプラント
ａ : TVFMIⓇ（Titanium Vocal Fold Medializing Implant）
ｂ : ThyroProtipⓇ
ｃ : 甲状軟骨形成術Ⅰ型専用チタンプレート
ｄ : MontgomeryⓇThyroplasty Implant System
ｅ : VoCoMⓇ（Vocal Cord Medialization System）

表3

ThyroProtipⓇ
MontgomeryⓇ
TVFMIⓇ
Gore―TexⓇ
（披裂軟骨内転術併施）
甲状軟骨形成術Ⅰ型
専用チタンプレート
（披裂軟骨内転術併施）

各インプラントを用いた手術後の音響分析検査結果
Jitter ％

Shimmer ％

NHR

Mean

１．
３
０．
５―２．
６
１．
７５
０．
２４―３．
８
０．
８
±０．
８
０．
７１

１１．
８
７．
６―１８．
６
４．
４５
１．
４―９．
９
４．
２
±３．
２
２．
２２

−
−
０．
１３
０．
０９―０．
２８
−
−
−

Mean
Range
Mean
Range
Mean
SD
SD

±０．
４５

±１．
００

−

Mean
Range

０．
６０
０．
４１―１．
００

２．
９３
１．
８４―４．
０３

０．
１３
０．
１１―０．
１５

SD

±０．
１９

±０．
６６

±０．
０２

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

Gore―Tex （ePTFE シート）は術後６カ月，ThyroProtip ，Montgomery ，甲状軟骨形成術Ⅰ型専用チタン
プレートは術後３カ月の検査値，TVFMIⓇは術後２カ月の検査値を用いた．

motion であるため３２），側方から押し込むだけでは披裂軟

はないため，麻痺側声帯は固定しているわけではなく静

骨が生理的な内転位に移動しない可能性が高い．

止しているだけである．そのため声帯麻痺患者の患側声

良好な音声を再獲得するためには，麻痺声帯を発声時

帯は発声時に健側の披裂軟骨に押されてその位置を維持

の生理的な状態に近づけなければいけない．そのために

できない場合がある．披裂軟骨が声帯後方の支点として

は声帯前後の支点と声帯の適度な緊張および振動体とし

作用しないと，声帯の緊張が維持できず生理的な振動体

ての体積を再建しなければいけない．そしてこの目的の

として機能しない．よってこのような症例も披裂軟骨内

ために，それぞれの手術の特徴を理解し役割を決めて行

転術の適応と考える３４）．現在喉頭の観察には多くの施設

う必要がある．

で経鼻内視鏡が用いられている．声帯麻痺患者は発声努

４． 披裂軟骨内転術

力を強いられるため，症例によっては発声時に前筋や外

披裂軟骨を直接操作することにより声帯を発声時の位

喉頭筋群の代償作用により喉頭の位置や角度が大きく変

置に移動および固定（声帯後方の支点の再形成）し，声

化する．われわれは発声時に変動する喉頭に対応するた

３３）

帯に適度な緊張を与えることが可能になる （図５―

め，声帯麻痺患者の患側披裂軟骨の動揺を確認する際，

ａ）
．この手術は元来発声時の声門間隙や健側声帯との

経鼻内視鏡の位置が動かないように患者に軟口蓋の挙上

レベル差が大きい症例が適応とされてきた．しかし良好

しない通鼻音/n /の発声をさせ観察している．

な音声を再獲得するにはより多くの症例がこの手術の適

今回の検討では全例高度の気息性嗄声を認め音声の改

応になると考える．その理由を述べると，声帯麻痺は神

善には披裂軟骨内転術が必要だったが，今回のような症

経障害による内喉頭筋群の機能不全であり関節の固着で

例だけではなくある程度の音声が保たれている声帯麻痺
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症例に対して手術を行う場合にも，発声時に患側披裂軟
骨の動揺が認められる症例には，甲状軟骨形成術Ⅰ型に
併せて披裂軟骨内転術も行った方がより高い音声改善効
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７０: １０５―１１２.
１１）佐藤公則 : 声帯萎縮の病理組織学. 音声言語医 ２００２;
４３: ４３２―４３７.
１２）Laccourreye O, Hans S : Endolaryngeal extrusion of ex-

果を得られると考える．

panded polytetrafluoroethylene implant after medialization thyroplasty. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003 ; 112 ;

ま と め
チタン製インプラントを用いた甲状軟骨形成術Ⅰ型に
ついて報告した．麻痺声帯を健側声帯と当たる状態へ移
動さえすれば音は出るようになるが，患者本来の

声

962―964.
１３）Isshiki N, Yamamoto I, Fukagai S : Type 2 thyroplasty
for spasmodic dysphonia : fixation using a titanium
bridge. Acta Otolaryngol 2004 ; 124 : 309―312.

を再獲得するためには，甲状軟骨形成術Ⅰ型により声帯

１４）松島康二, 一色信彦, 田辺正博, 他 : 甲状軟骨形成術Ⅱ

前方の支点と振動体の再形成を行い，披裂軟骨内転術に

型成功のための前交連 周 囲 の 手 術 手 技. 喉 頭 ２０１４;

より声帯後方の支点の再形成と声帯に適度な緊張を与

２６: ６―１１.

え，麻痺声帯を発声時の生理的な状態に近づけなければ

１５）松島康二, 一色信彦, 田辺正博, 他 : チタン製スペーサ

いけない．この目的のために開発した甲状軟骨形成術Ⅰ

ーとプレートによる喉頭気管再建を行った喉頭外傷の１

型専用チタンプレートを用いた音声改善手術について検
討を行い，良好な音声改善効果が得られることを確認し
た．最初に述べたように甲状軟骨形成術は本邦で考案さ
れた術式であるが，この手術に用いることが薬事法によ
り承認された人工材料は存在しない．本邦の音声外科学
の発展のためにも「喉頭形成手術 : 人工形成材料挿置
術」に用いる人工材料の承認が望まれる．

例. 喉頭 ２０１４; ２６: ３６―４１.
１６）土師知行, 後藤英功, 竹林慎治, 他 : ゴアテックスⓇ を
用 い た 甲 状 軟 骨 形 成 術 Ⅰ 型 の 経 験．喉 頭 ２００２; １４:
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Investigation of Type I Thyroplasty Using Titanium Implant
Koji Matsushima, M.D.
Department of Otolaryngology, Toho University School of Medicine, Tokyo
Objective : The aim of this study was to describe a new titanium thyroplasty medializing implant and evaluate its usefulness.
Material and method : Retrospective study of 9 male patients with severe unilateral vocal fold paralysis after aortic―
aneurysm surgery who underwent type I thyoplasty with arytenoid adduction under general anesthesia. Preoperative and
postoperative glottal closure and voice function were evaluated by acoustic analysis（Jitter %, Shimmer %, NHR）
, stroboscopic findings, maximum phonation time, mean airflow rate, voice handicap index and computed tomography findings.
These tests were evaluated before and 3 months after surgery.
Result : All acoustic parameters improved after surgery. In stroboscopic findings, symmetrical mucosal waves were
identified in 3 cases. Maximum phonation time prolonged, mean flow rate decreased and voice handicap index improved.
In computed―tomography findings, breakage, deformation, dropped and migration of titanium plate were not identified.
Conclusion : In surgery of vocal fold paralyzed patient, it is necessary to reconstruct vocal fold in physiological state
at the time of phonation. Using the titanium plate developed for this purpose, all patients obtained good vocal improvement.
Keywords : vocal fold palsy, type I thyroplasty, arytenoid adduction, titanium plate
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