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１．これまでの１０年

我々が睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syndro-
me：SAS）に取り組んで，今年でちょうど１０年が経
過した。これを機会にこれまでの取り組みを振り返
り，今後の１０年の対策を練ってみたいと思います。
小生が当院に赴任したのが１９９７年の７月で，翌年の
１９９８年に，日中での薬物睡眠下における血中酸素飽
和度と胸腹部の呼吸運動による呼吸状態を検査する
簡易法で，SASの診療に着手した。その後運良
く，睡眠時無呼吸検査に使うポリグラフ機器を無償
で借りることが出来て，当時まだ珍しかった終夜ポ
リグラフ検査（polysomnography：PSG）を見よう見
まねで始めたのが今日のきっかけとなった。PSG
の機器を正式に導入し，閉塞性睡眠時無呼吸症候群
（obstructive sleep apnea syndrome：OSAS）の治療
として経鼻的持続陽圧呼吸（continuous positive air-
way pressure：CPAP）療法を開始するにあたり，
専任技師が必要であるため，機器会社から技師を
ヘッドハンティングして当院のシステムが構築され
ていった。歯科大学付属病院という特殊性を考慮し
て，オーラルメディシン・口腔外科学講座に共同研
究を依頼し，治療としての口腔内装置の作製や顎変
形症の手術が SASに及ぼす影響について検討を開
始した１）。さらに個々のレベルアップも必要であ
り，先ず医師と技師が２００５年に睡眠学会認定医およ

び検査技師（表１，２）となり，２００８年６月には，つ
いに当院も睡眠認定機関と認められ（表３），さらに
当院で初の認定歯科医（２名）も誕生した（表４）。こ
れにて２００８年から認定医，認定歯科医，認定技師が
全て揃った認定機関となり，千葉県では唯一の総合
病院となることができた。

２．睡眠障害と時代背景（表５）

社会の流れとしては，１９８０年代前後に睡眠障害に
よると思われる原子力発電所やタンカー，スペース
シャトルの事故が相次ぎ，１９９３年アメリカ議会にて
「Wake Up America」として睡眠呼吸障害による社
会的損害が報告された。
睡眠時無呼吸障害への対応は，基本的に予防医学

として発達してきたと考えられる。無呼吸指数（ap-
nea index：AI）と累積生存率の関係２）や無呼吸低呼
吸指数（apnea hypopnea index：AHI）と高血圧の
罹患率３）などをエビデンスとして１０年後，２０年後に
合併症を起こさないようにコントロールする事が重
要であるとされている。CPAPによる治療は，無治
療と比べ累積生存率に有意差が認められ２），重症
OSASに対して第一選択治療法となっている。
日本では第二次国民健康づくり対策「アクティブ

８０ヘルスプラン」（１９８８年～）の中で健康づくりのた
めの休養指針（１９９４年）が出され，その中で睡眠につ
いて「睡眠は気持ちよい目覚めがバロメーター」と

キーワード：睡眠時無呼吸症候群（SAS），持続陽圧呼吸
（CPAP），顎矯正手術（orthognatic surgery）

東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科
（２００８年１０月３０日受付）
（２００９年２月２日受理）
別刷請求先：〒２７２‐８５１３ 千葉県市川市菅野５－１１－１３

東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科 中島庸也

Tsuneya NAKAJIMA : Current Approach to Sleep Apnea
Syndrome at Tokyo Dental College, Ichikawa General
Hospital, and Future Developments（Division of Otorhino-
laryngology, Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental
College）

関連医学の進歩・現状

睡眠時無呼吸症候群への取り組みの現況とその将来
―東京歯科大学市川総合病院におけるこれまでの１０年とこれからの１０年―

中島庸也

１５８

― ５６ ―



コメントされた。２０００年以降の第三次国民健康づく
り政策としては「健康日本２１」が打ち出され，その
各論に“睡眠への対応”という項目が挙げられ，行動
目標が設定されている。ご存知のように，日本では
２００３年の２月の JR山陽新幹線居眠り事件にて，広
く一般社会に認知されたようである。

３．睡眠時無呼吸症候群（SAS）とは

現在，SASは睡眠障害８８疾患の一部であるが，
１９７６年に Guilleminault が「７時間の睡眠中に３０回
以上の無呼吸があること」という１行で示した定義
が，つい最近まで使用されていた。１９９９年になって
アメリカ睡眠医学会（American Academy of Sleep
Medicine：AASM）により，無呼吸だけでなく低呼
吸，さらに呼吸努力による覚醒反応（respiratory ef-
fort related arousal；RERA）など睡眠中の呼吸異常
までも考慮し，また診断には睡眠中の呼吸状況だけ

でなく眠気に関する症状の項目が加えられた。２００５
年にはさらなる改訂が行われている。現在，我々の
日常診療で対象としているOSASは，新しい診断
基準（表６，７）により，低呼吸（hypopnea）も含め
た閉塞性睡眠時無呼吸低呼吸症候群（OSAHS）を意
味している。

４．閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）治療の現状

ここで SASの治療を考えると，我々が担当する
のはほとんどがOSASである。対象患者の年齢を
みると，小児と中年以降の成人にピークが存在す
る。しかし小児と成人では疾患状況が異なってお
り４），所見，検査，治療での取り扱いも異なってく
る。
１）小児では２００５年の睡眠関連疾患国際分類－２
（International Classification of Sleep Disorders：
ICSD-2）で，無呼吸をはじめとする臨床症状と PSG

表１ 睡眠学会認定医 表２ 睡眠学会認定検査技師

表３ 睡眠学会認定機関 表４ 睡眠学会認定歯科医
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所見にてOSASの診断基準が示された。成人と比
較して明確に診断することは難しいこともあるが，
実際には口蓋扁桃やアデノイドの肥大（図１）が
OSASの原因となることが多く，治療としてはこれ
らの手術が主体となる５）。さらに小児でも，アレル
ギー性鼻炎や肥厚性鼻炎などによる鼻閉が開口呼吸
に関与していることが注目されており，その場合に
は鼻炎に対する薬物療法や下甲介粘膜切除に準ずる

手術を考慮する。
２）成人では肥満，小顎症，鼻疾患，扁桃肥大，年
齢，性差など多因子（図２）であり，原因が限定でき
ない事も多く，治療は基本的に重症度により決定さ
れている。
⑴ 経鼻的陽圧呼吸（CPAP）：図３
OSASの重症例で使用。日本ではAHI２０回/h 以

上にて保険適応となる。

表５ 睡眠障害と時代背景

表６ OSASの定義 表７ OSASも重症度
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現時点で世界標準の治療法であり，即効性と確実
性で他治療法より優れている２）。
ただし，鼻閉を有する疾患（慢性副鼻腔炎・鼻

茸，鼻中隔弯曲症，アレルギー性鼻炎など）や扁桃
肥大，あるいは小顎症など顎変形症が高度である場
合は，使用状況（コンプライアンス）が不良なことが
あり，各々の疾患に対処する必要がある。また，機
器の騒音や就寝時の装着の手間，睡眠中の装具の脱
落などにより継続使用（アドヒーランス）の低下の問
題もある。
⑵ 口腔内装置（oral appliance：OA）：図４
小顎症，中等症以下のOSASや CPAP脱落例で

適応となる６）。
装着は簡便で，症例によっては高い効果が得られ

ることがある。無歯顎の場合や顎関節症を合併する
場合は使用困難となる。
⑶ 手術治療

ａ）軟口蓋咽頭形成術
（uvulopalatopharyngoplasty：UPPP）：図５
軟口蓋レベルでの閉塞で，OSASの程度が中等度

以下の場合に最も適応がある手術である７）。これま

図１ アデノイドと口蓋扁桃肥大

図２ OSASに関与する因子 図３ 経鼻的陽圧呼吸（CPAP）

図４ 口腔内装置（OA）
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で耳鼻科で最も多く行われてきた手術であるが，長
期効果としては約５０％程度といわれ，手術適応の再
検討により，OSASの重症度と閉塞部位が重要であ
ることが指摘された。つまり重症OSASや，肥満
が高度な場合，閉塞部位が舌根部の場合では効果が
期待できにくいことが判明した。
ｂ）鼻内手術
鼻閉を改善して口呼吸から鼻呼吸へ誘導する。閉

口することで鼻咽腔の気道を拡げ，さらにCPAP
や OAの利用効率を高める意義がある。
主な手術としては鼻中隔弯曲矯正術，下甲介粘膜

切除術（図６），内視鏡下鼻副鼻腔手術などである。
⑷ 減量：子供でも成人でも肥満が合併する場合
は，減量にてOSASの改善や消失が期待できる。
食事や運動療法の示指・教育が必要となる。

５．これからの１０年・今後のOSASへの対応
日本においてポストCPAP療法は実現するか

現在，日本でのOSAS治療にてその恩恵に与れ
ない症例は，今後どのように対処すればよいのか？
根治療法はないのか？
前述のように，OSASの治療としてCPAPは世

界標準の治療法であり，重症症例では第一選択であ
る。しかし，この治療はOSASをコントロールし
て将来の合併症を予防することを目的としている。

患者からよく聞かれるのは「CPAPをどのくらい使
えば，OSASが治るんですか？」当然，高血圧に対
し降圧剤を使用するがごとく，薬を中止すれば元に
戻るのと同様で，機器の使用を中止すれば，また
OSASが出現するわけである。つまり良好なコント
ロールのためには，CPAPを一生使い続けることに
なる。また，装着する意欲があっても，鼻閉や小顎
症，口蓋扁桃肥大などの場合は圧が上昇しやすく，
刺激症状も出易いため，CPAPのコンプライアンス
が低下しがちである。継続使用が絶対条件である
CPAP療法において，アドヒーランスが５０％程
度１，８）とも言われており，新たな問題としてクローズ
アップされている。
肥満が唯一の原因の場合は減量することでOSAS

が消失する可能性はあるが，実際に成功する症例は
少ない。
一方，手術療法としてのUPPP では長期経過で

の効果減少やエビデンスの不足が指摘されており，
重症での適応は難しい。OSASのメッカであるスタ
ンフォード大学での手術的治療方針９）では，フェー
ズ１にて鼻内手術，咽頭手術を先行させ，効果が得
られなければフェーズ２として顎矯正手術を施行す
るプロトコールが出来ている。現在，日本ではこの
フェーズ２の治療法は保険診療として認められてい
ない。

図５ 軟口蓋咽頭形成術（UPPP）
UPPP＋鼻内手術の術後変化
重症の術前AHI（無呼吸低呼吸指数）が，術後AHI は軽症へと改善した
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我々は３年前よりオーラルメディシン・口腔外科
学講座との共同研究として，咬合不全に対し顎矯正
手術を行う症例で手術が睡眠呼吸状態に及ぼす影響
を検討してきた。現時点までの結果で，上顎を前方
移動する場合に有意に睡眠呼吸状態が改善すること
が判明した１０，１１）。つまりOSASを顎矯正手術にて改
善できることを意味している。日本においてはま
だ，OSASに対する顎矯正手術は認知されていない
が，OSASにおいて小顎症の比率が多い日本人（ア
ジア人）の特徴１２，１３）を考えれば，顎矯正手術への期
待は大きくなる。しかし欧米の手術適応や手技がそ
のまま平坦な顔貌の日本人に応用されるかは疑問が
あり，日本人に対する手術適応や手技の開発が急務
と思われる。これから１０年間，歯科大学付属病院と
しての特徴を活かし，OSASに対する顎顔面形態の
関与，そして外科的治療の可能性とその適応につい
て取り組み，根治的治療として臨床応用できるよう
貢献したい。今後，この分野が Sleep surgery とし
て発展する可能性は高いと思われるし，またそうな
る事を期待して止まない。

本論文の要旨は，第２８５回東京歯科大学学会（２００８年６月７
日，千葉市）において特別講演したものである。
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