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抄録：東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科で

は１９９９年２月より閉塞型睡眠時無呼吸低呼吸症候群

（OSAHS）に対する口腔内装置（OA）を用いた治療を

耳鼻咽喉科と共同し行っている。現在２００２年の報告

に基づき無呼吸低呼吸指数（AHI）が２０回／h未満の症

例にOAを適応し，２０回／h以上の症例では nasal-

CPAP 療法を第１選択とし nasal-CPAP や手術療法

の補助としてOAを適応している。今回この基準を

用いた４４例を対象に治療の現状を検討した。OA単

独治療症例の約半数は AHI が２０回／h未満であった。

性差，年齢は他の報告同様，中年以降の男性に多かっ

た。OA装着後に Polysomnography 検査を施行し

た１０例のうち，６例の AHI が５回／ｈ以下に改善し

ていた。改善できなかった３例は他の治療法へ移行

するなど速やかに対処されていた。脱落症例（４４例

中１１例）への対応は今後も重要な課題であった。

緒 言

東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科では

１９９９年２月より耳鼻咽喉科と共同で，閉塞性睡眠時

無呼吸低呼吸症候群Obstructive Sleep Apnea-

hypopnea Syndrome（以下OSAHS と略す）に対し，

口腔内装置Oral appliance（以下OAと略す）を用い

た治療を行っている。開始後１年半の治療成績と装

置の適応基準の検討についてはすでに報告した１）。

今回は新たな基準の適応を開始した２００１年８月か

ら２００４年７月までに当科でOAを作製，装着した

症例について検討を行ったので報告する。

我々は当時の検討結果を参考１）としてOAの適応

基準を作成し用いている（表１）。すなわち無呼吸低

呼吸指数Apnea-hypopnea Index（以下AHI と略

す）が，経鼻式持続陽圧呼吸療法（以下 nasal-CPAP

と略す）の保険適応の判断基準となる２０回／ｈ以上の

OSAHS 症例では nasal-CPAP を第一選択とし，

nasal-CPAP を継続使用できない脱落症例や，nasal

-CPAP 離脱可能な症例に対し，口蓋垂軟口蓋咽頭

形成術や鼻内手術（鼻中隔彎曲矯正術や下鼻甲介粘

膜切除術）などの手術療法やOAを併用する。また

AHI２０回／ｈ未満の症例で，上気道に手術適応とな

るような器質的疾患の認められない症例にはOA

を単独で適応し，器質的疾患が存在しOA単独で

は改善が十分見込めない症例には手術療法と併用す

るとした基準である。

対象および方法

対象は当院耳鼻咽喉科を含めた専門医療機関で

OSAHS と診断され，２００１年８月から２００４年７月ま

での３年間に当科でOAを装着した４４例である。

検討項目はAHI，性差，年齢，Body Mass Index

（以下 BMI と略す），治療内容，治療経過，治療効

果である。
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OAの作製は前回報告した方法に従って作製，装

着した１）。

当院ではOSAHS の診断およびOA装着後の効

果判定に終夜 Polysomnography 検査（以下終夜

PSG検査と略す）を施行している。終夜 PSG検査

には RESPIRONICS 社製Alice４を使用し，睡眠脳

波（C 3/A 2，C 4/A 1，O 1/A 2，O 2/A 1），眼球

運動，筋電図（頤筋，前脛骨筋），心電図，サーミス

タによる鼻・口の気流，胸腹壁運動，鼾音，オキシ

メーターによる経皮的動脈血酸素飽和度および体位

の測定を睡眠検査技師による終夜監視下に行ってい

る。睡眠段階判定はRechtschaffen & Kales（R & K）

の国際基準にのっとり視察判定で行い，１０秒以上の

換気停止を無呼吸（Apnea），１０秒以上の呼吸 flow

の低下に，３％以上の desaturation または微小覚

醒反応（arousal）を伴った場合を低呼吸（Hypopnea）

と定義した。

また，OA装着前後のAHI を比較し，装着後の

AHI が装着前のAHI を下回った場合で，装着後の

AHI が装着前の５０％以下で，かつ装着後のAHI が

５回／h 未満を両方満たす場合を著効，装着後のAHI

が装着前の５０％以下であるが，装着後のAHI が５

回／ｈ以上残存する場合を改善，それ以外を効果な

しと定義し，OAによるOSAHS の治療効果を判定

した。

なお，今回の検討において，全ての被験者に対し

ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針を

遵守して行われた。

結 果

１．AHI の程度（図１）

アメリカ睡眠医学会（American Academy of Sleep

Medicine：AASM）の提唱する重症度分類に当ては

めると，AHI５回／ｈ以上１５回／ｈ未満の軽症例が２０

例（４５．５％），AHI１５回／ｈ以上３０回／ｈ未満の中等

症例が１０例（２２．７％），AHI３０回／ｈ以上の重症例が

１４例（３１．８％）であった。当院でのOA適応の目安

となるAHI２０回／ｈで分類すると，AHI２０回／ｈ未

満の症例が２６例（５９．１％）であった。

表１ 当院でのOA適応基準

Apnea-hypopnea Index（AHI）２０回／ｈ未満の症例：OAを適応
（上気道に手術適応となるような器質的疾患がない場合）

Apnea-hypopnea Index（AHI）２０回／ｈ以上の症例：Nasal-CPAP
（経鼻式持続陽圧呼吸）療法が第１選択

・nasal-CPAP脱落症例へのOA適応
・nasal-CPAP離脱症例へのOA適応
・手術療法との併用療法としてのOA適応
（・nasal-CPAPのサポートとしてのOA適応（開口のある場合））

図１ AHI の程度

左：AASMの重症度分類による分布
右：当院でのOA適応基準であるAHI２０回／ｈでの分類

歯科学報 Vol．１０６，No．３（２００６） ２３７

― 105 ―



２．患者背景

１）性差（図２Ａ）

男性３６例（８１．８％），女性８例（１８．２％）と，男性に

多い傾向であった。

２）年齢分布（図２Ｂ）

平均年齢は４７．９歳であり，４１～５０歳の年齢層が最

も多く（１６例：３６．４％），ついで５１～６０歳（１２例：２７．３

％）と中年以降に多い傾向にあった。

３）BMI（図２Ｃ）

BMI１８．５kg／ｍ２以上２５．０kg／ｍ２未満の標準体重

の症例が２５例（５６．８％）と最も多く，２５．０kg／ｍ２以上

３０．０kg／ｍ２未満の症例が１２例（２７．３％），３０．０kg／ｍ２

以上３５．０kg／ｍ２未満の症例が６例（１３．６％），３５．０kg

／ｍ２以上４０．０kg／ｍ２未満の症例が１例（２．３％），平

均値は２５．３kg／ｍ２（１９．３kg／ｍ２～３６．８kg／ｍ２）であっ

た。

３．治療内容の内訳

４４例のうちOA単独で治療を行った症例は２３例

（５２．３％）で，全例がAHI２０回／ｈ未満の症例であっ

た。Nasal-CPAP や手術療法等との併用症例は２１例

（４７．７％）で，うちAHI２０回／ｈ未満の症例は３例，

AHI２０回／ｈ以上の症例は１８例であった。併用療法

の内容は nasal-CPAP との併用が８例，nasal-CPAP

と手術療法との併用が７例，手術療法との併用が６

例であった（表２）。

なお，nasal-CPAP と手術療法との併用した７例

は全例AHI２０回／ｈ以上で，鼻内手術および口蓋

垂軟口蓋咽頭形成術を施行されていた。手術療法と

併用の６例は，AHI２０回／ｈ未満，AHI２０回／ｈ以

上が共に３例ずつで，AHI２０回／ｈ未満の症例では

２例に鼻内手術が，１例に口蓋垂軟口蓋咽頭形成術

が施行されていた。AHI２０回／ｈ以上の３例では鼻

図２ 患者背景

Ａ：性差
Ｂ：年齢分布
Ｃ：BMI（Body Mass Index）
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内手術および口蓋垂軟口蓋咽頭形成術が施行されて

いた。

４．治療経過（脱落症例）について

OA装着後，一定期間を経て通院が中断した症例

は６例（１３．６％）であった。このうちAHI２０回／ｈ以

上の症例は２例，AHI２０回／ｈ未満の症例は４例で

あった。また，OA装着後一度も経過観察に来院し

ない症例も５例（１１．４％）あった。

５．治療効果（図３，表３）

OA装着後は，OAによるOSAHS の改善度を確

認するため，十分OAに慣れた状態での終夜 PSG

検査を全例に勧めている。今回の症例中，OA装着

前後で終夜 PSG検査を施行し得た患者は１０例で

あった。OA装着前後でのAHI の変化を図３およ

び表３に示す。６例で装着後のAHI は装着前の５０％

以下かつ５回／ｈ未満の著効となっていた。４例で

は十分な治療効果を得られず効果なしとなってい

た。そのうち１例は装着後AHI の減少を認めたも

のの，その効果が不十分であった。また３例ではOA

装着後AHI が増加していた。

考 察

１．適応基準の評価と患者背景について

The American Sleep Disorders Association（ASDA）

は１９９５年に，OAは単純いびき症や軽症のOSAHS

症例，さらに中等症以上でも nasal-CPAP の脱落症

例や手術が不適切な症例を適応としたガイドライン

を示した２）。以降，これに準拠した適応基準を妥当

とする施設は多い３）。また２００５年７月に睡眠呼吸障

害研究会より出されたガイドラインにおいても，軽

症例で減量や睡眠時の体位変換による治療が困難な

症例や，中等症から重症例でNasal-CPAP 療法を継

続できない症例が適応とされている４）。

表２ 治療内容の内訳（４４例）
AHI２０回／ｈ未満を軽症例，AHI２０回／ｈ以上を重症

例と表記

OA単独治療 軽症例２３例
重症例０例

併用治療
OA＋nasal-CPAP 軽症例０例

重症例８例
OA＋nasal-CPAP＋手術 軽症例０例

重症例７例
OA＋手術 軽症例３例

重症例３例

軽症：AHI＜２０回／ｈ
重症：AHI≧２０回／ｈ

表３ OA装着前後で終夜 PSG検査を行った１０例のAHI の変化

症例 初診時AHI 装着後AHI 治療効果 治療内容 その後の治療方針・備考

１ ４４．１ ０．１ 著効 手術＋OA
２ ７．１ ３．２ 著効 手術＋OA
３ １４．０ ９．５ 効果なし OA
４ ６０．９ ２．０ 著効 CPAP＋手術＋OA CPAP離脱
５ ９４．４ ４．１ 著効 CPAP＋手術＋OA CPAP離脱
６ １７．４ １．６ 著効 OA
７ ４４．９ ５１．６ 効果なし 手術＋OA CPAP適応へ
８ ８．６ ２７．０ 効果なし OA 体重の１０kg以上の増加
９ １２．８ ３．４ 著効 OA
１０ ７．９ ９．１ 効果なし OA OAの形態改善

図３ 口腔内装置の効果の検討
終夜 PSG検査の結果（１０例）
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これまで，本邦においても多くの施設でOAが

応用されているが，その適応基準，形状，作製方法

などは各施設で様々である。つまり，OAは画一化

された装置でなく，下顎を前方に移動するものや舌

を前方に突出させるものといった形態そのものの違

いや，下顎の移動量の設定も施設によって異なる。

これがOAの治療効果が施設間で一定しない要因

となっている。

適応基準については，当院ではOA治療を導入

した当初， 重症例に対してもOAを適応していた。

しかしOA装着後に多少の効果はあっても無呼吸

が残存する症例を認め１），現在の適応基準を設定す

るに至った。当院の適応基準はOAの治療効果を

評価した上で設定されたという点で若干の違いがあ

るものの，ASDAのガイドラインに概ね近似して

いる。

今回の検討ではAHI２０回／ｈ未満の症例が約６０％

を占め，その多くがOA単独治療であった。当院

のOA適応基準の妥当性が示されたと考える。

なお当科の症例の多くは当院耳鼻咽喉科からの紹

介（４０例，９０．９％）であり，２００１年１月から２００３年４

月までに当院耳鼻咽喉科を受診した睡眠時無呼吸症

候群患者１１２例のうちOAが適応と診断された症例

は３１例（２７．７％）であった５）。

また年齢，性差，肥満度に関しては，中高年齢層

の男性に多く，BMI３０．０kg／ｍ２以上の中等度肥満

以上の割合は７例，１５．９％と少ない。これは他に報

告された結果とほぼ同様の傾向であった１，６，７，８）。

２．脱落症例について

脱落症例に関して， 今回OAを適応した症例で，

顎関節部や残存歯牙に対する影響によりOAの使

用を中止せざるを得なかった症例はなかった。

前回の報告においてOSAHS の病態，予後を含め

た患者の動機付けの必要性や，装置の違和感を可及

的に軽減させるなど，その対応の必要性を示した。

以後，患者に対し十分な病態の説明や両科で経過観

察の必要性があることを話し，患者への電話連絡に

よる受診促進も行ってきた。しかし今回OAを適

応した４４例中１１例（２５．０％）が，OA治療が患者の自

己判断で中断した結果となった。これはAHI２０回

／ｈ未満の自覚症状の少ない症例が多かった（中断１１

例中６例，５４．５％）ことが一つの要因と考える。AHI

２０回／ｈ以上の症例であっても，比較的自覚症状の

軽い症例では患者の病態認識の低いことが多い。ま

た手術併用療法では術後自覚症状が改善したため，

術後の睡眠呼吸状態の評価をせずにOAは不要と

自己判断する症例もあった。さらに患者の性別や年

齢分布からも，自己判断にてOAの使用を中断す

る症例は中高年の働き盛りの男性患者が多く，平日

の日中の通院が困難であったことも一因と考えられ

る。

Nasal-CPAP に比べコンプライアンスは高いとさ

れるOAであるが９，１０），継続使用できない症例は存

在する。今後は脱落症例を減らすことのみでなく，

多施設間での検討を行い，OAの使用率を算出，把

握することが必要と思われる。また脱落した症例に

関しては，紹介元へ報告し，他の療法を検討してい

くことが重要であると考える。

３．治療効果について

治療効果に関して今回OA装着前後の終夜 PSG

検査を行った１０例のうち，６例で装着後のAHI が

改善していた。またOA単独で治療を行った５例

中２例で著効していた（表３，図３）。一方，十分な

治療効果を得られなかった症例が４例あり，３例で

は装着後のAHI が装着前を上回っていた。そのう

ちの症例７は鼻閉が強く小下顎症であったため併用

療法を行った症例であった。耳鼻咽喉科で鼻内手術

および口蓋垂軟口蓋咽頭形成術施行後，AHI４４．９

回／ｈであったが患者の強い希望によりOAを適用

した。しかし，OA装着後の終夜 PSG検査にてAHI

５１．６回／ｈと改善が認められなかったため，現在

nasal-CPAP を使用している。症例８と症例１０はOA

単独療法であった。症例８はOA装着前後で１０kg

以上の体重増加があっためOAの効果が相殺され

た可能性があり，減量を中心とし厳重な経過観察を

行っている。また症例１０は装置の形態改善（下顎の

前方移動量の増加）によって自覚症状の改善を認め

ている。

今回の検討症例では，AHI２０回／ｈ以上の症例で

あっても，手術療法や nasal-CPAP との併用により

OA装着後のAHI は１０回／ｈ未満となり（症例１，

４，５），nasal-CPAP と手術療法とOA併用の２

例では，nasal-CPAP 導入後に鼻内手術，口蓋垂軟

口蓋咽頭形成術を施行しOAを適用した結果，nasal
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-CPAP を離脱できた（症例４，５）。一方，OA単

独適応症例は軽症例が多いため，自覚症状が乏しく

患者の同意を得られない場合や費用面の理由などか

ら，OA装着後の終夜 PSG検査による評価を全例

に行うには至っていない。OAの適応基準を明確に

し，治療成績を向上させるためにも，OA装着後の

終夜 PSG検査の実施が今後の課題であると考える。

４．睡眠医学における歯科医療の役割

生命予後の問題を抱えるOSAHS の治療にあたっ

て，現段階での適応基準と，それに対する効果を見

る限り，OAが重症例に対する治療の第一選択とな

ることは少ないと考える。軽症例であっても，今回

提示した症例８のように，体重増加などで重症化す

るなどの病態変化には注意深い観察が必要である。

これらの点からも複数の専門科での集学的治療が必

要と考えられる。

平成１６年４月よりのOAの健康保険導入により，

今後対応をせまられる医療機関が増えることが予想

される。先頃出された睡眠呼吸障害研究会のガイド

ラインにおいてもOAの適応に関する記載がなさ

れている４）が，その基準は未だ曖昧な点もある。治

療効果だけでなく，解剖学的評価や生活習慣，社会

環境なども含めて日本人に対するOAの適応基準

の統一化を図る必要があり，またOAの形態や作

製方法にも基準を設けることが必要と考える。

さらに，OSAHS に対する治療は歯科医療が集学

的医療の一員として大きく貢献できる分野である。

そのためには学生教育，卒後教育での睡眠医学の導

入と充実も急務であると考える。

結 語

当院でのOSAHS 症例に対するOA治療の現状

を報告した。

本論文の要旨は第２７８回東京歯科大学学会総会（２００４年１０月
１７日，千葉）において発表した。
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Key words: Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome（OSAHS）, Oral Appliance（OA）, Apnea-hypopnea Index（AHI）

At Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital，we have treated patients with obstructive sleep

apnea-hypopnea syndrome（OSAHS）using an oral appliance（OA），in collaboration with The Department of

Oral Medicine，Oral and Maxillofacial Surgery and Division of Otorhinolaryngology，since February，１９９９．

Based on the results of our report in 2002，nasal CPAP was selected as the treatment of choice for patients

with an apnea hypopnea index（AHI）of�２０． We have also used OA for the treatment of OSAHS patients

with an AHI of <20，and as an adjunct to nasal-CPAP or surgical treatment． In this report，we exam-

ined 44 OSAHS patients who were enrolled based on the above criteria and treated with OA． The AHI

in about half of the patients treated with OA alone was <20． Similar to the other reports，the majority of

the patients were male and�50 years of age． OA treatment resulted in improvement of AHI to�5 in 6

out of 10 patients as confirmed by polysomnographic recordings． On the other hand，OA failed to induce

any improvement in AHI in 3 patients，and they were managed subsequently by other treatments．

Elevenof the 44 cases abandoned OA treatment，emphasizing the need for further improvement of OA for

OSAHS． （The Shikwa Gakuho，１０６：２３６～２４２，２００６）
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