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喉頭ポリープの統計的観察ならびに
その成因に関する一考察
琉球大学保健学部附属病院耳鼻咽喉科
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観察結果

は じめに
嘆声を訴えて来院する患者は年々増加の傾向を示

正

1.性別について

し,社会情勢の多様化,生活環境の悪化に伴う呼吸

Table lは喉頭ポリープ患者の性別を示したも

器疾患の増大と共に,喉頭疾患も増加し,その病態

のであるが男性が22例,女性が40例であり,女性の

も複雑化される様相を呈して来ている。

方に庄倒的に多く認められた。一般的には男性に多

われわれは昭和48年から昭和54年までの7年間に

いと言われておりlト12)当科のデ‑タでは逆の結果

当科を訪れた喉頭ポリープ62例を経験し,中でもポ

となっているが,報告年次が新しくなるほど男女差

リープ様声帯が女性に圧倒的に多く認められること

は認められな̲くなる傾向にあるという。このなかで,
とくにポ))‑プ様声帯に注E]すると,合計21例と数

から,それらの統計的観察を行い,その成因に関す
る考察を行ったので報告する。
観察対象ならびに方法

も多く,しかも女性が85%を占め,圧倒的に女性に
高率に認められており,岩田ら1)の名古屋市立大学
耳鼻咽喉科の統計(1975年),すなわち,ポリープ様

観察対象は,昭和48年4月より昭和54年11月迄の

声帯は仝喉頭ポリープ167例中わずか13例で男女差な

6年8ヶ月の間に琉球大学保健学部附属病院耳鼻咽

しとの報告とは大きな差異を示し,当科の一つの特

喉科を訪れた喉頭ポリープ62例で,それらの症例を

徴となっている。

性別,年令別,発生部位別に統計をとり,それらの
発痛期間とポリープの大きさとの関連性,またそれ

2.年令別分布について
つぎに年令別分布を示したのがTable 2で,罪

らと喫煙との関連性など,それらの成因についても

女共31才以上に多く.とくに41‑50才に一つのピー

検討を加えた。

クを認めた。

Table 1 , Sex distribution of the patients with laryngeal polyp
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Table 2. Age distribution of the patients with laryngeal polyp

Age

‑10 ll‑20

21‑30

31‑40

41‑50

51‑60

61‑

Total

Male

22

Female 0 O

2

2

1 1

Total

7
1 7

3.発生部位について

1 8
1 2

20

40
62

に片側性が多く,声帯結節群でも片側性が多い結果

喉頭ポリープの発生部位についてはTable 3に

となっている。ポリー70様声帯は,主として両側性

示した。片側性は35例,両側性は25例で,片側性に

に認められた。

多く認められた。

声帯上のポリープの位置については

Table 4に

左右差については,右側20例,左側15例で,右に

まとめた。諸家の報告と一致し3)6)12)13)声帯前%部

少し多く認められたが,先の岩田らU<7)統計では右

に多く認められたが,声帯全体にみられたものも22

側43例,左側67例と左側が多くなっているo

例と多い結果となっている。次いで,中央,後%部,

形状別にみてみると,声帯ポリープ群では圧倒的

前連合の順となっていたO

Table 3. Locations oflaryngeal polyp

Ipsilateral

Bilat eral

Ant e rio r

right le ft

2

30

2

0

11

17

0

21

25

2

62

13

Vocal cord

5

Vocal nodule

4

Polypoid degeneration of
the vocal cord

Tota1

20

1 5

Table 4. Location of polyps with regard to the vocal cord

Anterior commissure
Anterior one‑thlid portion

2 patients
24

Middle portion

9

Posterior one‑third portion

5

Whole of the vocal cord
Total

Total

commissure

22

62
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4.ポリープの大きさと発病期間について

嘆声は,患者自身にはあまり病的意識を起こさせて

ポリープの大きさを粟粒大

いないためとも考えられた。

1mm以下),米粒大(1

‑3mm),碗豆大(3‑5mm),小豆大(5‑7mm),巨
大ポリープ(7mm以上)に分けてみると, Table5

5.喫煙との関連性について
20才以上を対象にして,喫煙との関連性をみたの

のようになる。すなわち,粟粒大,米粒大,巨大ポ

が

リープが多く,碗豆大,小豆大は少ない結果となっ

のほぼ%・を占めており,ポリープ様声帯では, 21例

Table

6で,喉頭ポリープは41例中33例で,そ

ていた。そして,それらの発病期間との関係は,莱

中18例と約90%が喫煙していたことがわかる。すな

粒大では6ヵ月以内に来院している症例に多く,巨

わちポリープの発症に喫煙が大きく関与しているよ

大ポリープでは1年以上放置していた症例に多くみ
られ,全体的にみても,発病期間が長いほどポリー

うに思われ,またその大きさとも関連しているよう
に思われた。

プが大きくなっていることがわかった。このことは,

Table 5. The size of polyps and the priod from the onset of symptoms

Period from
the onset of
sym ptom s
Size of
th e poly ps

0 ‑ 3

3‑ 6

7 m onths

1‑ 3

O ver

m onth s

m on 仙s

one year

years

3 y ears

T otal

U nder 1 m m

16

1‑ 3 mm

14

3 ‑ 5 m m

2

1

1

1

1

6

5 ‑ 7 mm

1

2

0

2

1

6

A b ove 7 m m
T ota

15
17

11

10

11
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Table 6. Laryngeal polyps with regard to the smoking
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喉頭ポリープの発生頻度は当科外来を訪れた患者
の約0.9%であり,これまでの報告1)ll)12)14) 0.6‑1.4
%)と一致している。

年令分布は,男女共に30‑40才に発生頻度が高く,

城的刺激説
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ひいては,循環障害説の一因となって

いると思われる。
喫煙がポリープの発生に関係があると述べたが,
喉頭癌でも喫煙が発生に関連ありとする報告が数多
くある17)18)。喫煙,飲酒,音声酷使,慢性炎症などが
誘因といわれでおり,喉頭癌は40‑70才に多く,罪

社会生活,家庭生活を営む上で,最も活躍する年代

女比は10 : 117)18).あるいはそれ以上19)で,圧倒的に男

にあたり,ストレスなどにさらされる機会が多いこ

性に多い。

とが推測される。
主訴は仝例嘆声であり,その他咳,血嬢などが認
め・られることもある。
片側性が多い結果になっているが, ‑側性,両側
性の成因に関しては,久保16)の報告によると,ポリ

ここで,当村で経験した症例を検討してみると,
喫煙することによりi ポリープ様声帯となっている
のは圧倒的に女性に多く,喫煙により女性ではポリ
ープ様声帯を形成し易いと思われるO これに反して,
男性では癌化する傾向にあると言われている1棚)o

‑プは本来両側性に発生するが,それが, ‑側性と
ま

なるのは途中で消退するためであると述べているo

と

め

Epstainら8)は,有茎であれば一例性が多く,無茎で

喉頭ポリープ62例について,臨床統計的観察を行

あれば対側の声帯を損傷し,両側性になると述べて

い,喉頭ポリープの発生機序に関して考察を加えた。

us

1.喉頭ポリープは,声帯ポリープ30例,声帯結

ポリープが前%に好発する理由として,久保17)は

節11例,ポリープ様声帯21例であったo 好発年

同部の境界部は発声時の振幅となり,相打つ部位に

令は40‑50才で,男女比は22 : 40で女性に多か

相当するためと述べており,広戸ら18)の高速度映画

ったo 好発部位は声帯前%部に最も多く認めら

はこの部が発声時,声帯振動の最も激しい部位であ
ることを明示している。
病理組織学的には,上皮屑は萎縮または肥厚し,

TOB
2.ポリープの大きさは,発病期間に関係あると
思われた。

角化傾向も時にあり2)8)粘膜下固有層は,浮腫,出

3.当科におけるポリープ様声帯は圧倒的に女性

血,毛細血管の拡張,充血,結合織の増殖,硝子様

に多く,その大部分が喫煙しており,煙草がポ

あるいはフイブリン変性などが見られ,とくに末梢

リープ発生に関し,誘因となっていると思われ

循環障害を推測させる変化が著しいと言われてい

た。

る1)2)5)8)12)ポリープの形の差による組織学的相違は
明らかではなく,これらは発生部位や大きさなどの
形態的な相違によるもので,その本質は同じである

当論文の要旨は第10回E]本1鼻咽喉科学会沖縄県
地方部会学術講演会において発表した。

と言われている1)0
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Abstract

STATISTICAL and ETIOLOGICAL STUDIES on
LARYNGEAL POLYPS
Shigemitsu

MATAYOSHI,

Akira
Department

Yoshitaka

Kusumi

ARAKAKI,

and Yutaka

of Otorhinolaryngology
, College
University
of the Ryukyus

Seikichi

NOHA.

Noda
of Health

Sciences,

There are many patients year after year, who have the complaint of hoarseness.
The diseases in
the respiratory
organs are increasing with the complexicities
of the social situations
and the changes
for the worse in the enviroments.
With these several factors, the laryngeal
diseases are increasing in
the last years, and the pathogenesis
is complicating.
The 62 patients
with laryngeal
polyps were investigated
statistically
in the Department of Otorhinolaryngology,
University
of the Ryukyus Hospital,
and the etiological
considerations
were performed with the bibliographical
references.
The results were follows:
1) There were 30 patients with vocal polyp, 1 1 with vocal nodule, and 21 with polypoid
degeneration
of the vocal cord. Most frequent ages were ranged from 40 to 50 years old. The female patients
were more frequently
seen than the male (The sex ratio of the male patients
to the female was
22 to 40).
The vocal polyp was frequently
observed in the anterior
one-third
portion
of the
membraneous vocal cord.
2) It was assumed that the size of polyps was related with the period from the onset of the symptoms.
3) The polypoid
degeneration
<5f the vocal cord was seen also in the female patients,
and the most of
them had smoked. Therefore, it was assumed that the smoking is a large etiological
factor in the
female patients to grow a polypoid degeneration
of the vocal cord.

