
　池田　池園先生、小児のアデノイド
とはどういったものなのでしょうか。
　池園　アデノイドといいますと、口
の中にある扁桃組織、ワルダイエルリ
ングの一つです。口蓋扁桃、咽頭扁桃、
舌根扁桃等があり、この中で咽頭扁桃、
鼻の突き当たりにある部分をアデノイ
ドと呼んでいます。
　池田　鼻の奥にあるものですね。こ
れが腫れる理由は何でしょうか。
　池園　成長過程で全員、生理的に腫
れてきます。免疫系の発達とともに、
このワルダイエルリング、扁桃組織、
どこの部分も腫れてきて、だいたい 
４～６歳がピークになる。その後、自
然に小さくなっていくといわれていま
す。
　池田　ここで免疫を学習していると

いう考え方だと思うのですけれども、
その腫脹が生理的に起こるということ
は、全員がアデノイドの腫脹によって
手術をすることにはならないと思うの
です。どういった症状があると「手術
しようか」となるのでしょうか。
　池園　アデノイドが大きいだけでは
手術の対象、治療の対象にはなりませ
ん。これに伴って難聴をきたすような
滲出性中耳炎、もしくは呼吸に障害が
出るsleep apnea（上咽頭の閉塞性の睡
眠時無呼吸症候群）、このような２つ
の大きな疾患が手術治療の対象となっ
てきます。そのほか大きないびき、口
呼吸、鼻づまりが主訴となることもあ
ります。
　池田　まず滲出性中耳炎についてう
かがいたいのですけれども、これはど

のような症状で、ファーストチョイス
としてはどう対処されるのでしょうか。
　池園　滲出性中耳炎は子どもに多い
難聴の疾患の代表的なものです。中耳
の中に滲出液、液体がたまって、鼓膜
の振動が妨げられて難聴になるわけで
すが、通常、鼓膜切開や換気ドレーン
チューブの留置で対処します。
　池田　単純にいうと、細菌も含めて、
中に何かたまっているという考えでよ
いのでしょうか。
　池園　はい。粘稠性の液体がたまっ
て鼓膜の振動が妨げられるようになり
ます。
　池田　アデノイドによって耳管の圧
迫が生じ、そこで細菌が増えるという
ことなのでしょうか。
　池園　従来はアデノイドの増殖によ
って耳管が機械的に閉塞されるのが大
きな原因と考えられてきました。しか
し、最近はそれ以外に、アデノイドが
大きくなることで、実はそこが細菌の
供給巣、慢性の感染巣になっているこ
とが、むしろ大きな原因ではないかと
考えられるようになりました。
　池田　腫れたアデノイドから細菌が
送られてきて、そこでものがたまると
いう考えですね。
　池園　そうです。ですから、バイオ
フィルムなども関係してきて、単純な
機械的な閉塞ではなさそうだといわれ
ています。
　池田　チューブを入れたりして滲出

性中耳炎がよくなればいいのですけれ
ども、これを繰り返すことがアデノイ
ドの手術になるのでしょうか。
　池園　ファーストチョイスとしては、
通常の抗生剤治療、鼓膜切開やチュー
ブ留置術ですが、この治療を行っても
再発する場合、非常に難治性の場合に、
セカンドラインの治療としてアデノイ
ド切除もあわせて行うことが推奨され
ています。ですから、初回治療として
は推奨されていないのが現状です。
　池田　私が学生のころは、滲出性中
耳炎のほうがアデノイド切除の適応で
あったような気がするのですけれども、
最近は違うのですね。
　池園　現在でも、滲出性中耳炎を見
た場合、アデノイドのことを精査しま
すが、手術対象症例の人数を調査して
みると、むしろ圧倒的に睡眠時無呼吸
症候群の数のほうが増えてきています。
　池田　次に睡眠時無呼吸症候群につ
いてうかがいたいのですけれども、こ
れは大人の病名ですよね。アデノイド
が腫れることによって単純に気道が狭
くなっているのでしょうか。
　池園　大人の睡眠時無呼吸が、テレ
ビやその他の雑誌等の情報によって非
常に有名になりまして、多くの患者さ
んが受診されています。大人の場合は、
肥満であるとか喫煙が大きな原因とな
って睡眠時無呼吸となっている場合が
多いのですが、子どもの場合は、これ
に対して生理的な扁桃組織、口蓋扁桃、
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　池田　池園先生、小児のアデノイド
とはどういったものなのでしょうか。
　池園　アデノイドといいますと、口
の中にある扁桃組織、ワルダイエルリ
ングの一つです。口蓋扁桃、咽頭扁桃、
舌根扁桃等があり、この中で咽頭扁桃、
鼻の突き当たりにある部分をアデノイ
ドと呼んでいます。
　池田　鼻の奥にあるものですね。こ
れが腫れる理由は何でしょうか。
　池園　成長過程で全員、生理的に腫
れてきます。免疫系の発達とともに、
このワルダイエルリング、扁桃組織、
どこの部分も腫れてきて、だいたい 
４～６歳がピークになる。その後、自
然に小さくなっていくといわれていま
す。
　池田　ここで免疫を学習していると

いう考え方だと思うのですけれども、
その腫脹が生理的に起こるということ
は、全員がアデノイドの腫脹によって
手術をすることにはならないと思うの
です。どういった症状があると「手術
しようか」となるのでしょうか。
　池園　アデノイドが大きいだけでは
手術の対象、治療の対象にはなりませ
ん。これに伴って難聴をきたすような
滲出性中耳炎、もしくは呼吸に障害が
出るsleep apnea（上咽頭の閉塞性の睡
眠時無呼吸症候群）、このような２つ
の大きな疾患が手術治療の対象となっ
てきます。そのほか大きないびき、口
呼吸、鼻づまりが主訴となることもあ
ります。
　池田　まず滲出性中耳炎についてう
かがいたいのですけれども、これはど

のような症状で、ファーストチョイス
としてはどう対処されるのでしょうか。
　池園　滲出性中耳炎は子どもに多い
難聴の疾患の代表的なものです。中耳
の中に滲出液、液体がたまって、鼓膜
の振動が妨げられて難聴になるわけで
すが、通常、鼓膜切開や換気ドレーン
チューブの留置で対処します。
　池田　単純にいうと、細菌も含めて、
中に何かたまっているという考えでよ
いのでしょうか。
　池園　はい。粘稠性の液体がたまっ
て鼓膜の振動が妨げられるようになり
ます。
　池田　アデノイドによって耳管の圧
迫が生じ、そこで細菌が増えるという
ことなのでしょうか。
　池園　従来はアデノイドの増殖によ
って耳管が機械的に閉塞されるのが大
きな原因と考えられてきました。しか
し、最近はそれ以外に、アデノイドが
大きくなることで、実はそこが細菌の
供給巣、慢性の感染巣になっているこ
とが、むしろ大きな原因ではないかと
考えられるようになりました。
　池田　腫れたアデノイドから細菌が
送られてきて、そこでものがたまると
いう考えですね。
　池園　そうです。ですから、バイオ
フィルムなども関係してきて、単純な
機械的な閉塞ではなさそうだといわれ
ています。
　池田　チューブを入れたりして滲出

性中耳炎がよくなればいいのですけれ
ども、これを繰り返すことがアデノイ
ドの手術になるのでしょうか。
　池園　ファーストチョイスとしては、
通常の抗生剤治療、鼓膜切開やチュー
ブ留置術ですが、この治療を行っても
再発する場合、非常に難治性の場合に、
セカンドラインの治療としてアデノイ
ド切除もあわせて行うことが推奨され
ています。ですから、初回治療として
は推奨されていないのが現状です。
　池田　私が学生のころは、滲出性中
耳炎のほうがアデノイド切除の適応で
あったような気がするのですけれども、
最近は違うのですね。
　池園　現在でも、滲出性中耳炎を見
た場合、アデノイドのことを精査しま
すが、手術対象症例の人数を調査して
みると、むしろ圧倒的に睡眠時無呼吸
症候群の数のほうが増えてきています。
　池田　次に睡眠時無呼吸症候群につ
いてうかがいたいのですけれども、こ
れは大人の病名ですよね。アデノイド
が腫れることによって単純に気道が狭
くなっているのでしょうか。
　池園　大人の睡眠時無呼吸が、テレ
ビやその他の雑誌等の情報によって非
常に有名になりまして、多くの患者さ
んが受診されています。大人の場合は、
肥満であるとか喫煙が大きな原因とな
って睡眠時無呼吸となっている場合が
多いのですが、子どもの場合は、これ
に対して生理的な扁桃組織、口蓋扁桃、
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　小児のアデノイドについてご教示ください。
　１．摘除を行うべき適応と適切な実施年齢
　２．術前、術後で注意すべき点
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咽頭扁桃の腫脹が大きな原因となって
いる。ここが異なっています。
　池田　手術をするほどのsleep apnea
であるかどうか。これはどのように判
断されるのでしょうか。
　池園　本来は、ポリソムノグラフィ
（PSG）という心電図から呼吸、筋電図、
眼球の動きを検査するPSG検査を行っ
て判断するのですが、子どもの場合は
これがなかなか施行できません。子ど
もは１泊入院してそのような精密検査
はできませんので、簡易呼吸機能検査、
アプノモニターというものを用いたり、
親御さんに睡眠時の様子をビデオで撮
影していただいて、顔から、お腹の状
態まで撮影して、吸気時に非常に苦し
そうではないかとか、上気道の閉塞が
疑われるような奇異性呼吸がないかと
かをよく観察したうえで判断するよう
にしています。
　池田　小児には小児なりの診断が必
要ということですね。
　池園　そうです。
　池田　手術することになりますと、
最近ではどのような手術が行われてい
るのでしょうか。
　池園　従来の方法を用いている病院
が多く、アデノトームというアデノイ
ドを切除する専用のメス、器械があり、
それで切るというのが主流です。ただ、
この方法は、小さいお子さんの場合は
非常にやりにくいとか、危険なことが
あるので、特に低年齢の場合には内視

鏡とマイクロデブリッダーというもの
を用い、明視下にアデノイドをきちん
と見ながら丁寧に取っていく。取り残
しがないように取っておく方法も開発
されています。
　池田　最近の内視鏡技術の進歩で、
非常に細いファイバーにもかかわらず、
すごくきれいに見える経験をしたので
すけれども、マイクロデブリッダーと
はどのようなものなのでしょうか。
　池園　例えば、鼻の中にあるポリー
プや副鼻腔炎の治療で使われるのがこ
のマイクロデブリッダーで、耳鼻科で
は非常におなじみの器械です。これを
咽頭扁桃用に使い、吸引器の先端の部
分には穴が開いていて、内筒がくるく
る回転し、刃がついている。内筒と外
筒のすき間で切り取られたアデノイド
を吸引しながら取っていく。見た目に
は、ちょっとずつ吸い取っていくよう
な印象になりますけれども、このよう
な器械が開発されています。
　池田　アデノイド自体は多分プヨプ
ヨした、やわらかいものでしょうから、
内筒と外筒の間で刃が回転しながら削
って、それを吸い込んで取っていく。
そしてそれが正確に行えるように内視
鏡で観察していくということですね。
　池園　そうですね。
　池田　それですと、視野もしっかり
していますし、切除範囲も見えますね。
切除を行う年齢というのは変わってき
ているのでしょうか。

　池園　本来は４～６歳が生理的に最
も肥大するところですので、この年齢
に行っています。６歳以降になります
と、自然消退の可能性があるので、消
退を待ったり、保存治療、ステロイド
の点鼻を行うこともあります。さらに、
今申し上げたマイクロデブリッダーを
使う場合には、より安全にできること
から、４歳未満、非常に小さな子ども
でもこの手術が行われています。
　池田　質問の先生から、術前、術後
で注意すべき点、おそらく前の削り取
るような治療法を想定された質問と思
いますが、最近ではどういうことが注
意されているのでしょうか。
　池園　術後の注意点は、以前と同じ
で、術後出血です。手術が終わってし
ばらくして、血が止まったと思っても、
１週間後ぐらいに出るということが、
咽頭扁桃ではなくて、口蓋扁桃、いわ
ゆる扁摘の場合にはよく経験します。
アデノイドの場合も一応そこが注意点
ですが、さほど後出血の率は高くない
と思います。
　また、きちんと取れていない場合に
は、さらに再増殖することがあります
ので、アデノイドを取ったつもりでも、
１年、２年して症状が再燃した場合に
は、もう一度アデノイドが大きくなっ
ていないか見ることが、術後の注意点
としては重要になってきます。
　池田　内視鏡技術が進んでいますか
ら、術後にまた増殖してくるのもわか

りますけれども、注意すべき点は、症
状がまた出てくるかどうかということ
なのでしょうか。
　池園　そうですね。しつこく大きさ
の変化をきっちりと見ていくことは特
別必要なく、症状が出てきたとき、再
燃したときに改めて精査すれば大丈夫
です。
　池田　手術して、また年月がたって
くるわけですけれども、再発率はどの
くらいなのでしょうか。
　池園　それは手術する器具、経験に
よって大きく異なりますので、なかな
か一概には言えないのですけれども、
ある一定の割合で再発する場合がある
ということです。ただ、先ほど申し上
げたような精密な器械を使った場合は
再発率は極めて低くなります。
　ただ、注意点としては、マイクロデ
ブリッダーは保険適用外なので、非常
に器具が高いため、患者さんに対して
極めて高価なサービスを提供すること
になる点が、注意事項といえば注意事
項です。
　池田　例えば、アデノイドの病名を
つけていても、この器械を使うと一部
は保険適用外になるのでしょうか。
　池園　そうですね。病院持ち出しと
いうことも非常に多いです。ですから、
その手術はできませんという病院もけ
っこうたくさんあるかと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン60巻11月号（10 . 2016） （839）  3938 （838） ドクターサロン60巻11月号（10 . 2016）

1611本文.indd   38-39 16/10/13   21:16



咽頭扁桃の腫脹が大きな原因となって
いる。ここが異なっています。
　池田　手術をするほどのsleep apnea
であるかどうか。これはどのように判
断されるのでしょうか。
　池園　本来は、ポリソムノグラフィ
（PSG）という心電図から呼吸、筋電図、
眼球の動きを検査するPSG検査を行っ
て判断するのですが、子どもの場合は
これがなかなか施行できません。子ど
もは１泊入院してそのような精密検査
はできませんので、簡易呼吸機能検査、
アプノモニターというものを用いたり、
親御さんに睡眠時の様子をビデオで撮
影していただいて、顔から、お腹の状
態まで撮影して、吸気時に非常に苦し
そうではないかとか、上気道の閉塞が
疑われるような奇異性呼吸がないかと
かをよく観察したうえで判断するよう
にしています。
　池田　小児には小児なりの診断が必
要ということですね。
　池園　そうです。
　池田　手術することになりますと、
最近ではどのような手術が行われてい
るのでしょうか。
　池園　従来の方法を用いている病院
が多く、アデノトームというアデノイ
ドを切除する専用のメス、器械があり、
それで切るというのが主流です。ただ、
この方法は、小さいお子さんの場合は
非常にやりにくいとか、危険なことが
あるので、特に低年齢の場合には内視

鏡とマイクロデブリッダーというもの
を用い、明視下にアデノイドをきちん
と見ながら丁寧に取っていく。取り残
しがないように取っておく方法も開発
されています。
　池田　最近の内視鏡技術の進歩で、
非常に細いファイバーにもかかわらず、
すごくきれいに見える経験をしたので
すけれども、マイクロデブリッダーと
はどのようなものなのでしょうか。
　池園　例えば、鼻の中にあるポリー
プや副鼻腔炎の治療で使われるのがこ
のマイクロデブリッダーで、耳鼻科で
は非常におなじみの器械です。これを
咽頭扁桃用に使い、吸引器の先端の部
分には穴が開いていて、内筒がくるく
る回転し、刃がついている。内筒と外
筒のすき間で切り取られたアデノイド
を吸引しながら取っていく。見た目に
は、ちょっとずつ吸い取っていくよう
な印象になりますけれども、このよう
な器械が開発されています。
　池田　アデノイド自体は多分プヨプ
ヨした、やわらかいものでしょうから、
内筒と外筒の間で刃が回転しながら削
って、それを吸い込んで取っていく。
そしてそれが正確に行えるように内視
鏡で観察していくということですね。
　池園　そうですね。
　池田　それですと、視野もしっかり
していますし、切除範囲も見えますね。
切除を行う年齢というのは変わってき
ているのでしょうか。

　池園　本来は４～６歳が生理的に最
も肥大するところですので、この年齢
に行っています。６歳以降になります
と、自然消退の可能性があるので、消
退を待ったり、保存治療、ステロイド
の点鼻を行うこともあります。さらに、
今申し上げたマイクロデブリッダーを
使う場合には、より安全にできること
から、４歳未満、非常に小さな子ども
でもこの手術が行われています。
　池田　質問の先生から、術前、術後
で注意すべき点、おそらく前の削り取
るような治療法を想定された質問と思
いますが、最近ではどういうことが注
意されているのでしょうか。
　池園　術後の注意点は、以前と同じ
で、術後出血です。手術が終わってし
ばらくして、血が止まったと思っても、
１週間後ぐらいに出るということが、
咽頭扁桃ではなくて、口蓋扁桃、いわ
ゆる扁摘の場合にはよく経験します。
アデノイドの場合も一応そこが注意点
ですが、さほど後出血の率は高くない
と思います。
　また、きちんと取れていない場合に
は、さらに再増殖することがあります
ので、アデノイドを取ったつもりでも、
１年、２年して症状が再燃した場合に
は、もう一度アデノイドが大きくなっ
ていないか見ることが、術後の注意点
としては重要になってきます。
　池田　内視鏡技術が進んでいますか
ら、術後にまた増殖してくるのもわか

りますけれども、注意すべき点は、症
状がまた出てくるかどうかということ
なのでしょうか。
　池園　そうですね。しつこく大きさ
の変化をきっちりと見ていくことは特
別必要なく、症状が出てきたとき、再
燃したときに改めて精査すれば大丈夫
です。
　池田　手術して、また年月がたって
くるわけですけれども、再発率はどの
くらいなのでしょうか。
　池園　それは手術する器具、経験に
よって大きく異なりますので、なかな
か一概には言えないのですけれども、
ある一定の割合で再発する場合がある
ということです。ただ、先ほど申し上
げたような精密な器械を使った場合は
再発率は極めて低くなります。
　ただ、注意点としては、マイクロデ
ブリッダーは保険適用外なので、非常
に器具が高いため、患者さんに対して
極めて高価なサービスを提供すること
になる点が、注意事項といえば注意事
項です。
　池田　例えば、アデノイドの病名を
つけていても、この器械を使うと一部
は保険適用外になるのでしょうか。
　池園　そうですね。病院持ち出しと
いうことも非常に多いです。ですから、
その手術はできませんという病院もけ
っこうたくさんあるかと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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