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はじめに

今から１０年以上前，平成１６年度保険診療報酬の改
定において医科歯科連携の強化が図られ，その中で
「睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置治療の評
価」が行われました。すなわち，ある医科医療機関
において口腔内装置治療が有効であると診断された
症例において，その依頼を受けた歯科医療機関が床
副子を準用した治療にあたることができるようにな
りました。すなわち我々歯科医師は「睡眠時無呼
吸」や「睡眠障害」などに関する正しい知識を十分
に理解し，これらの患者の治療にあたる必要性があ
るということです。

睡眠時無呼吸（sleep apnea：SA）は８０種類以上あ
る睡眠障害の一つに数えられ，大きな海運事故や産
業事故に繋がった例も紹介されたことから一般への
認知度も高く注目を集めるようになりました。身近
な例では SA の重症度に応じて交通事故の発生率が
高くなる実験的・疫学的報告があり１，２），その社会的
損失はかなり大きなものであることが予想されま
す。平成２６年６月１日施行の改正道路交通法では，
「日中に重度の眠気の症状を呈する疾患」に対し自
動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると
の観点から免許の拒否ないしは取り消し等の事由に
なり，免許証の取得あるいは更新をする際には申告

するよう義務付けています。

睡眠時無呼吸とは

SA の分類としては「中枢性のもの（central sleep
apnea：CSA）」と「閉塞性のもの（obstructive sleep
apnea：OSA）」に大別され，歯科医師が口腔内装置

（oral appliance：OA）を用いて治療にあたるのは主
に OSA の症例に限られます。発症の原因は上気道
の閉塞をきたす咽頭扁桃肥大，アデノイド，軟口蓋
下垂，扁桃肥大，巨舌，小顎，舌根沈下や鼻炎・鼻
中隔湾曲症など様々な要因によります。

その症状は夜間就寝時の「いびき」，日中の「過剰
傾眠」，「疲労感」，「頭痛」，「胸焼け（胃液の逆流）」
などとされています。さらにこれらの症状が長く続
くと低酸素血症のために「高血圧」，「狭心症」，「心
筋梗塞」，「不整脈」，「脳梗塞」など重篤な疾患のリ
スクが大幅に上昇することが知られています。

OSA の重症度は一般的にはポリソムノグラフィ
検査（polysomnography：PSG）による「無呼吸低呼
吸指数（apnea hypopnea index：AHI）」の測定結果
から判定されます。これは，睡眠１時間あたりの無
呼吸（口・鼻の気流停止が１０秒以上つづくこと）と低
呼吸（換気量５０％低下が１０秒以上つづくこと）の合計
回数です。AHI によって OSA の重症度を分類する
と概ね以下のようになります。

臨床のヒント
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関連医学系

Ｑ＆Ａコーナーは，東京歯科大学の３病院の臨床研修歯
科医から寄せられた質問に対しての回答です。回答は本
学３施設の専門家にお願い致します。内容によっては基
礎や臨床，あるいは歯科や医科と複数の回答者に依頼す
る場合もあります。毎号掲載いたしますので，会員の皆
様もご質問がございましたら，ぜひ東京歯科大学学会ま
でｅメールかファックスで依頼していただきたいと存じ
ます。必ずご期待に添えることと思います。今号は睡眠
時無呼吸用口腔内装置に関する質問です。

Question

無歯顎患者の閉塞性睡眠時無呼吸用口腔内装置はどのように作ればよいですか。
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軽 症：AHI ５～１５回
中等症：AHI １５～３０回
重 症：AHI ３０回以上

AHI が２０以上になると日常生活に影響が見られ
る場合が多いので，積極的な治療の対象と見なさ
れ，後述する n-CPAP 装置を用いた保険診療の適
応となります。

一般的な治療法について

OSA の患者の治療は減量，睡眠姿勢の改善，外科
的処置，OA の装着，経鼻的持続陽圧呼吸療法（na-
sal continuous positive airway pressure：n-CPAP）
などが挙げられ，これらの治療法の併用が一般的と
なっています。特別な場合を除いて，OSA が重症の
場合には歯科的治療法は適応外となり，n-CPAP，
外科療法あるいはその他の治療法が選択されます。
中等症および軽症の場合で専門医師が OA による
治療が有効であると判断した場合に歯科医療機関に
その調製を依頼します。我々歯科医師は専門医療機
関から提供された PSG 検査結果のデータを基にし
つつ，患者との医療面接を踏まえて様々なタイプの
OA の中から取捨選択し，その患者に適した装置を
提供する役割を担うのです。

OA の効果は下顎を前方位で固定し気道の狭窄を
防ぐという単純なものです。同じ保存療法で鼻孔か
らの陽圧により気道狭窄を防ぐn-CPAPと比較する
と，使用法が簡単で電源の必要がなく携帯に便利で

あり，比較的安価で装着による違和感も少ないとい
われています。逆に欠点としては重度の OSA には
十分な効果が期待できないこと，顎関節・咀嚼筋な
どに障害がでることがあること，鼻呼吸が困難な場
合に適応できないこと，固定源となる歯の歯周組織
が健全でない場合は適応できないこと，無歯顎患者
には応用が困難であることなどが挙げられます。

種類としては大きく「下顎運動非許容型（図１）」
と「下顎運動許容型（図２）」とに分けられ，前者が
下顎を完全に固定してしまうのに対し，後者の方が
下顎運動への制約が少なく患者にも受け入れてもら
いやすい傾向があります。また下顎前方移動量の調
節もコネクタの交換など簡単な作業で完了させるこ
とができます。その代償として構造が複雑になり製
作も煩雑で，それだけ耐用期間も短くなる可能性を
含んでいます。

多数歯欠損，無歯顎症例への対応

高齢者における OSA の発現率は一般よりも高
く，２０～２４％存在するとの報告もあります３，４）。これ
は咽頭や舌周囲の筋力の低下や形態的な変化に起因
するものと思われ，また OSA の放置による健康被
害のリスクは若年者より深刻なものとなります。現
在考案されているOAのほとんどが健全な歯を固定
源としており，高齢であればあるほど欠損歯数も増
加することから，これを適応できない症例の頻度も
多くなるものと考えられます。とくに多数歯欠損や

図１ 図２
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無歯顎の症例ではほぼ全ての OA が適応不可とな
り，基礎疾患の存在等も踏まえると自ずと治療法に
制約が出てきます。また，n-CPAP も前述したよう
な多くのハードルによりドロップアウトする症例が
多々見受けられ，歯を固定源としない OA の応用
が望まれることは少なくありません。

無歯顎の OSA 患者に対する加療については報告
が極めて少なく，これは難症例であることを意味す
るものと思われます。なお，夜間睡眠時の義歯装着
が AHI 値を低下させる症例も報告されていますが，
夜間の義歯装着は顎堤吸収を促進することや衛生面
への配慮から問題点が多く，効果の確実性も低いも
のと考えられます。また，顎堤が堅牢で吸着の良い
義歯を装着している場合には，その義歯を固定源に
利用した OA の応用も可能ですが，適応範囲の狭
さが問題となります。

近年その応用が期待されている装置として，舌固
定型口腔内装置（tongue stabilizing device：TSD）
があります。これは歯を固定源とせず，陰圧による
舌の前方保持により上気道の閉塞を防ぐ働きを持っ
ています（図３）。臨床的な裏付けがまだ十分だとは
言えませんが，一部の報告では一般的な OA と比
較しても遜色のない評価を得ており５），今後の検証
が期待されます。

Answer：武田友孝，中島一憲
東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室
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