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は じ め に

小児において，口蓋扁桃肥大やアデノイド（咽頭扁桃
増殖）が睡眠時無呼吸症候群の主な原因となることは広
く知られている１．しかし，片側の口蓋扁桃肥大のみで
慢性的な呼吸障害や哺乳障害まで呈した乳幼児症例の報
告は本邦ではほとんどない．今回我々は，著明な右口蓋
扁桃肥大により，呼吸障害と哺乳障害を呈した乳児の１
例を経験した．本症例における，右口蓋扁桃肥大により
体重増加不良を呈した原因，治療の適応と選択，周術期
管理，今後の経過観察における注意点について文献的考
察を加えて報告する．

症例：生後４ヵ月 女児
主訴：吸気性喘鳴，陥没呼吸，体重増加不良
既往歴：特記事項なし．
家族歴：特記事項なし．
現病歴：在胎４１週，体重 2，622gで出生し，妊娠・分

娩に明らかな異常は認めなかった．生後１．５ヵ月頃から
吸気性喘鳴，陥没呼吸が出現し，３ヵ月健診で体重増加
不良と右口蓋扁桃肥大を指摘された．生後４ヵ月で精査
目的に当院小児科を受診し，上気道の評価のため当科に
紹介となった．
初診時現症：体重 4，450g，身長 59．4cmで，哺乳時

に息継ぎのため頻回な哺乳中断がみられ，１回哺乳量が
少なく，標準偏差－2SDを下回る体重増加不良を認め
た．呼吸は明らかな努力様であり，吸気性喘鳴や高度な
陥没呼吸があり，平常時の血中酸素飽和度（SpO２）は
８５～９８％と不安定であった．
内視鏡所見（図１）：鼻内所見では鼻汁や鼻粘膜腫脹

などは認めず，鼻腔通気は良好であった．また，上咽頭
所見ではアデノイドによる上咽頭腔狭窄を認めなかっ
た．一方，口腔内所見では右口蓋扁桃の正中を超える著
明な肥大があり，中咽頭腔狭窄を認めた．喉頭所見では
喉頭軟化症や反回神経麻痺はなく，声門狭窄を認めなか
った．
頸部造影 CT所見（図２）：右口蓋扁桃の正中を超え

る肥大があり，わずかに造影効果を認めた．頸部リンパ
節腫脹など他に特記すべき所見を認めなかった．
頭部MRI所見（図３）：矢状断にてアデノイドは軽度

で上咽頭腔狭窄はなかったが，中咽頭腔にて右口蓋扁桃
肥大による著明な狭窄を認めた．また，頭蓋内病変は認
めなかった．
胸部 Xp所見（図４）：気管の変形や狭窄，肺実質病

変，肺の虚脱は認めなかった．
睡眠時無呼吸症簡易検査所見（表１）：無呼吸低呼吸

指数（AHI）は４６．１であり，最大酸素飽和度は５６％とい
う結果から高度の睡眠呼吸障害を認めた．
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右口蓋扁桃の著明な肥大により，呼吸障害と哺乳障害を呈した乳幼児症例を経験した．症例は生後４ヵ月の
女児で，生後１．５ヵ月頃から吸気性喘鳴，陥没呼吸が出現し，３ヵ月健診で体重増加不良，右口蓋扁桃肥大を
指摘された．精査にて慢性的な呼吸障害と哺乳障害を認めた．さらに呼吸状態の悪化と体重減少を呈したた
め，生後５ヵ月で気管切開術を，１３ヵ月で右口蓋扁桃摘出術を施行した．外科的な治療にて呼吸障害と哺乳障
害は改善し得た．乳児期に片側の口蓋扁桃肥大により慢性的な呼吸障害と哺乳障害を生じることは稀である．
本症例の治療経過について検討し，文献的考察を加えて報告する．
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経過：下気道病変の明確な除外はできていなかった
が，画像所見などより下気道狭窄は否定的であり，呼吸
障害と哺乳障害が著明であることから右口蓋扁桃肥大に
よる上気道狭窄と診断した．しばらくは保存的に経過観
察していたが，哺乳障害の持続および吸気性喘鳴と陥没
呼吸の増悪を認めた．増悪する呼吸障害の改善のため，
気道確保および呼吸管理が最優先と判断し，小児科なら
びに麻酔科医師と協議の末，生後５ヵ月，体重 4，615g

の時点で全身麻酔下に中気管切開術を施行した．また，
右口蓋扁桃肥大に関しては中咽頭悪性腫瘍も疑われたた
め同時に生検を行ったが，病理組織診断で悪性所見を認
めなかった．気管切開後は小児科医師と連携し，一般病
棟で管理を行った．術後から呼吸状態は著明に改善し，

息継ぎによる哺乳中断は消失し，１回哺乳量も増加し
た．体重は順調に増加し，術後４８日目に退院となった．
その後は右口蓋扁桃の退縮を期待しステロイドやロイコ
トリエン拮抗薬を投与しながら経過観察したが，右口蓋
扁桃は退縮することなく，徐々に増大傾向を示した．そ
のため，生後１３ヵ月，体重 7，645gの時点で全身麻酔下
に右口蓋扁桃摘出術を施行した．右口蓋扁桃摘出術後は
小児科医師と連携し，一般病棟で術後管理を行った．右
口蓋扁桃摘出術により上気道狭窄は改善し，術後１２日目
に気管カニューレを塞いでも呼吸状態は安定していたた
め，術後１３日目にカニューレを抜去した．その後気管切
開孔は自然閉鎖したが，閉鎖後も呼吸状態は安定してい
たため，術後１８日目に退院となった．気管切開術施行後

図 1 内視鏡所見
正中を超える右口蓋扁桃の肥大を認めた．喉頭軟化症や反回神経麻痺は認めなかった．

図 2 頸部造影 CT所見
わずかに造影効果のある正中を超える
右口蓋扁桃肥大を認めた．

図 3 頭部MRI所見
アデノイドは軽度で上咽頭狭窄は認め
なかった．（矢印）．
右口蓋扁桃肥大による中咽頭啌の著明
な狭窄を認めた．（矢頭）．
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から気管孔自然閉鎖までの経過中，痰によるカニューレ
閉塞や気管内及び気管孔周囲の肉芽形成などは認めなか
った．摘出した右口蓋扁桃の病理組織所見では慢性扁桃
炎の診断であった（図５）．右口蓋扁桃摘出術後１年２
ヵ月が経過した現在も外来にて経過観察しているが，上
気道狭窄を認めず，呼吸障害は再発することなく体重も
順調に増加している（図６）．

考 察

小児におけるアデノイド・口蓋扁桃肥大の原因には，
生理的な肥大，上気道炎・扁桃炎の反復，悪性腫瘍やリ
ンパ腫等の腫瘍性病変などが挙げられる２－４．本症例では
右口蓋扁桃の著明な肥大を認め，悪性腫瘍やリンパ腫な
どの腫瘍性病変の可能性も考えられたため，生後５ヵ月
時の気管切開と同時に右口蓋扁桃の生検を行ったが，病
理組織所見では悪性所見は認めなかった．口蓋扁桃を栄
養する血管には顔面動脈からの上行口蓋動脈および扁桃
枝，外頸動脈からの上行咽頭動脈および舌背枝などがあ
るが，術前の画像検査上も血管の走行や発達に左右差は
認めなかった．他に放線菌感染などの特異的な所見もな
く，片側の口蓋扁桃肥大をきたした原因は不明であっ
た．
乳幼児期の扁桃肥大による呼吸障害は体重増加不良や

発育遅延を来たし，長期間にわたると心肺機能に大きな
影響を及ぼし，呼吸停止や心停止にまで至り，突然死の
原因となりうると言われている５．本症例では生後３ヵ
月健診で－2SDを超える体重増加不良を呈していた
が，生後５ヵ月時に気管切開を行った後は呼吸状態の改
善と同時に哺乳状態も改善した．体重増加不良の原因と
して，著明な右口蓋扁桃肥大により上気道狭窄をきたし
平常時から呼吸努力が増加しエネルギー消費量が増えて
いたことと，中咽頭腔の狭窄で哺乳時の呼吸状態の悪化
や嚥下障害を生じて１回哺乳量が低下し栄養状態の悪化
を来していたことが挙げられる．上気道狭窄による努力
呼吸を呈する乳幼児では低栄養状態をきたしやすく，呼
吸状態を改善することで栄養状態の改善も期待できると

表 1 睡眠時無呼吸症簡易検査所見

無呼吸低呼吸指数（AHI） ８４．０回／時
最長無呼吸時間 １７７秒
最低酸素飽和度（Lowest SpO2） ５６％
平均酸素飽和度（Mean SpO2） ８３％

図 4 胸部 Xp所見
気管の変形や狭窄，肺実質病変，肺の
虚脱を認めなかった．

図 5 摘出扁桃の病理所見
リンパ瀘胞の過形成，陰窩炎を認め，慢性扁桃
炎の組織像．

図 6 経過と体重増加の推移
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考えられた．
アデノイド・口蓋扁桃肥大による上気道狭窄は，乳幼

児の呼吸障害の原因となることが多く，アデノイド切除
や口蓋扁桃摘出術により軽快する例が少なくない６．小
児におけるアデノイド・口蓋扁桃手術の適応に関して，
２０１１年に発表された米国耳鼻咽喉科学会（AAO―HNS :

American Academy of Otolaryngology―Head and Neck

Surgery）のガイドライン７では，反復する咽頭の炎症
（溶連菌感染，急性扁桃炎，アデノイド炎などを含む）
と睡眠呼吸障害（sleep disorder breathing : SDB）を挙
げているが，１歳未満では術後の上気道狭窄や出血等の
合併症のリスクが高いことから除外している．当科でも
低年齢の児に対するアデノイド・口蓋扁桃手術の適応は
１歳を目安に，体重や全身状態などから総合的に判断し
ている．本症例において，生後５ヵ月時点では慢性的な
呼吸障害の改善が最優先であったこと，口蓋扁桃摘出術
のみで呼吸状態が改善するか不明確であり術後合併症の
観点からもハイリスクであったことから，口蓋扁桃摘出
術は行わずに右口蓋扁桃の生検のみに止め，気管切開術
を施行した．
近年，咽頭・口蓋扁桃肥大の保存的治療としてステロ

イドや抗ロイコトリエン薬の有効性が示唆されてお
り８，９，本症例においても気管切開後にステロイドと抗ロ
イコトリエン薬を投与しながら１歳を超えるまで経過観
察を行ったが，口蓋扁桃は退縮せず徐々に増大傾向を示
したため，生後１３ヵ月で右口蓋扁桃摘出術を施行した．
低年齢児の咽頭・口蓋扁桃手術では年長児以上に注意

深い対応が必要であり１０，特に２歳以下でアデノイド・
口蓋扁桃手術を施行した１８症例中１３症例に先天異常や呼
吸器系などの合併症を有していたとの報告もあり６術後
の呼吸状態の増悪が予想される症例では術後の管理は
ICUで行うことが重要であるとされている．本症例では
生後５ヵ月で気管切開を行い，生後１３ヵ月で右口蓋扁桃
摘出術を行ったが，どちらも一般病棟で，小児科医師と
密な連携を取り，終夜 SpO２モニターと ECGモニター
を用い，呼吸や循環状態を厳重に把握しながら周術期管
理を行った．本症例においては先天異常や呼吸器系など
の合併症を認めなかったことや，初回の手術で気切を行
い予め気道が確保されていたことで術後の呼吸状態悪化
などの術後合併症を回避でき，比較的安全な術後管理が
可能になったのではないかと考えられた．しかし，新谷
らの報告１１にもあるように小児のアデノイド・口蓋扁桃
手術において後出血，呼吸器合併症などの術後合併症は
低年齢児，先天奇形例，重症の睡眠時無呼吸症候群でリ
スクが高くなるので注意を要し，周術期の管理は ICU，
麻酔科，小児科などの術後管理がそろっている施設での

治療を推奨している．今後は，本症例と同様な低年齢児
の気管切開やアデノイド・扁桃手術の際は NICU等で
の管理を検討すべきと考えられた．
本症例では気管切開術から扁桃摘出術及び気管孔閉鎖

まで８ヵ月が経過していたが，気管切開術からカニュー
レ抜去及び気管孔閉鎖までが長期にわたる症例では，痰
によるカニューレの閉塞，カニューレ誤挿入，気管内や
気管孔周囲の肉芽形成，気管腕頭動脈瘻等の合併症が問
題となる１２．当院では気管切開後ご家族に吸痰やカニュ
ーレ交換の手技を習得して頂いてから退院としている．
本症例はご家族の十分な協力が得られ，適切なカニュー
レ交換が行えたことで明らかな合併症を認めずに経過し
たものと推察された．
また，２歳未満児のアデノイド・口蓋扁桃手術症例の

２２．２％に遺残扁桃の代償性肥大を認め，再手術を要した
との報告がある６．本症例では生後１３ヵ月で右口蓋扁桃
のみを摘出しており現在まで代償性肥大を認めていない
が，今後，対側口蓋扁桃や咽頭扁桃が代償性に肥大し呼
吸障害が再発する可能性が考えられ，長期的な経過観察
を要すると考えられた．

ま と め

本症例の体重増加不良の原因は右口蓋扁桃肥大による
呼吸障害・哺乳障害であったと考えられた．
生後５ヵ月で気管切開術と右口蓋扁桃生検を行い，生

後１３ヵ月で肥大した右口蓋扁桃を摘出したことで呼吸障
害・哺乳障害は改善し，順調に体重増加し，成長・発達
している．
初回の手術で気切を行い予め気道が確保されていたこ

とで，術後呼吸器合併症を回避でき，一般病棟でも比較
的安全な周術期管理が可能になったと考えられるが，今
後は NICU等での管理を検討すべきと考えられた．
本症例では右口蓋扁桃のみを摘出したため，対側口蓋

扁桃や咽頭扁桃が代償性に肥大し，呼吸障害が再発する
可能性が考えられ，長期的な経過観察を要する．

本論文の要旨は第２７回日本口腔・咽頭科学会（２０１４年
９月，札幌市）において発表した．
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A case of severe tonsillar hypertrophy with respiratory and feeding disorders in an infant

Yusuke Yokoyama１）, Kaori Shinbori１）, Hironori Baba１）

Shigehisa Hashimoto１）and Jun Watanabe２）
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We report herein on an infant with respiratory and feeding disorders due to severe unilateral palatine tonsillar

hypertrophy. A female infant at the age of 1.5 month presented with inspiratiory stridor and retractive breathing. Poor

weight gain and right palatine tonsillar hypertrophy were noticed in a health examination at the age of three month.

The patient was referred to our department at the age of four month, and chronic respiratory and feeding disorders

were diagnosed. Tracheostomy was performed at the age of five months, since the respiratory condition had severely

deteriorated and the poor body weight gain was persistent. Respiratory symptoms disappeared and weight gain was

achieved after the tracheostomy. However, the right palatine tonsillar hypertrophy gradually enlarged and upper airway

stenosis developed. The tracheostomy orifice could not be closed. A right palatine tonsillectomy to improve the upper

airway and respiratory condition was undertaken at the age of 13 months. The tracheostomy orifice could be closed

without any trouble after the tonsillectomy. in infancy, it is rare that tonsillar hypertrophy causes chronic respiratory

and feeding disorders. We deliberate the course of the treatment and discuss the case with a review of the literature.
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