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緒 言

Obstructive sleep apnea－hypopnea syndrome

（以下OSAHS と略す）は，Guilleminault ら１）によ

り提唱されたObstructive sleep apnea syndrome

の病態を，反復する低酸素状態を病態生理学的

に，より強調した用語である２，３）。OSAHS は循環

器系疾患をはじめとする重篤な疾患と関連して，

また日中傾眠症状に伴う交通事故の危険性，労働

災害発生のおそれなどの社会的問題としても注目

されてきた４）。

一方，無呼吸指数Apnea Index が２０以上の患

者では無治療の場合の５年生存率が８５％前後と報

告されていることから５，６），OSAHS は生命予後に

関する重大な疾患としても捉えられている。

近年，これらに対する口腔内装置Oral Appli-

ance（以下OAと略す）を用いた治療の有効性が

多数報告されていることから７～９），当科でも当院

耳鼻咽喉科と共同でOAを用いた治療を行って

きた。OAによる効能として鼻呼吸の促進，舌根

沈下の予防，舌筋活動の活性化等が考えられてい

るが，未だ不明な点も多い。一方，重症例に対す

る有効性も示されていることから，現状では重症

度に関係なく適用されている面もある。そこで今

回，当科でOA治療を行った５０例のうちOSAHS

患者４３例に対し検討を行い，OAの適応とその問

題点について考察した。別刷請求先：〒２７２－８５１３ 市川市菅野５－１１－１３
東京歯科大学オーラルメディシン講座 佐藤一道

―――― 臨 床 報 告 ――――
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抄 録：東京歯科大学市川総合病院では歯科・口腔外科と耳鼻咽喉科が共同で睡眠時無呼吸症候群
に対するOral Appliance（OA）を用いた治療を行っている。今回当院でOA治療を行ったOSAHS
患者４３例について検討を行い，適応とその問題点について考察した。分離型または一体型OAを
適用した１７例につき装着前後での Polysomnography（PSG）検査による評価を行ったが，OA単独治
療にて十分な効果を得られる症例は少なかった。また継続使用できなかった症例は４３例のうち１２例
であった。これらをふまえ，現在では中等症以下でOAの適応を考慮している。また重症例に関
してもNasal－CPAPに OAを併用，また手術後の経過観察中でOAの適応を検討している。我々
は正しい診断と最適な治療には最良の集学的治療が必要であると考えている。

キーワード：Obstructive sleep apnea－hypopnea syndrome（OSAHS），Oral Appliance（OA），
Apnea Hypopnea Index（AHI），Lowest SpO２

４２
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研究対象および方法

１．研究対象

対象は１９９９年２月から２０００年７月までに東京歯

科大学市川総合病院耳鼻咽喉科を受診し，睡眠ポ

リグラフ検査 Polysomnography（以下 PSGと略

す）で，OSAHS あるいは単純いびき症と診断さ

れ，歯科・口腔外科においてOA治療を行った

５０例のうちOSAHS 症例４３例とした。重症度は睡

眠１時間あたりの無呼吸と低換気発作の合計回数

である無呼吸低換気指数Apnea Hypopnea Index

（以下AHI と略す）で分類し，５以上がOSAHS

である。

２．治療システムについて

初めに患者は耳鼻咽喉科を受診し鼻腔通気度検

査，内視鏡による鼻咽腔，喉頭の観察，PSG検

査を受け，次に歯科・口腔外科において頭部Ｘ線

規格写真等による顎顔面形態の画像診断，および

口腔内，咬合などの評価を受けた。

診断後，耳鼻咽喉科にてOA治療の説明を行

い，承諾を得られた患者に対し以下に従って治療

を行った。AHI３０以上の重症例にはOAの単独

あるいは鼻連続気道陽圧呼吸（Nasal－CPAP）と

の併用，中等症以下にはOA単独治療を行っ

た。その後，自覚症状の改善，患者の家族等によ

る睡眠時の呼吸変化などの評価とともに PSG検

査を行い，OA単独治療の継続，もしくは追加治

療（Nasal－CPAP，手術療法，口腔筋機能療法

等）の選択をし再々評価を行った（図１）。なお舌

後方での閉塞を疑った重症例に対してもOAを

適用したが，効果が認められない場合には速やか

に他の療法へ変更した。

３．使用したOAの形態について

１）分離型OA

上下顎を固定することによる違和感とそれに伴

うストレスを考慮し，Ezaki ら９）の考案した下顎

前方移動装置（mandibular advancing positioner）

を参考にした分離型OA（以下分離型）を用いた

（図２）。すなわち上顎に前方整位型スプリント

鼻腔通気度検査，内視鏡による観察
PSGによる判定，画像診断を含めた咬合・顎顔面形態の評価

重症OSAHS 軽症，中等症OSAHS

・OA+Nasal－CPAP＋生活指導
・OA単独＋生活指導

OA単独＋生活指導

PSGによる再評価，OA療法の再評価

OAと他の療法の併用
・Nasal－CPAP
・手術療法
（鼻内手術，UPPP，顎骨移動術等）
・口腔筋機能療法

OA単独療法 他の療法の応用

PSGによる再評価

図１ 当院で用いた治療方針

歯科学報 Vol．１０２，No．１（２００２） ４３
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（repositioning appliance）を応用し，下顎に装着

した副子を２級ゴムで牽引する。これにより，前

方位へ向かう斜面部に下顎が誘導され，閉口なら

びに鼻呼吸を促すこととなる。なお下顎前方位の

設定には鼾音テスト（snoring sound test）を用い

た９）。

さらに斜面部の口蓋側はくり抜いた形態をとる

ことにより，舌の保持が可能となり，舌の後方へ

の落ち込みを防止するよう工夫した。また臼歯部

においては咬合を維持し，顎関節部に対する負担

軽減をはかった。なお，経過観察の際は必ず牽引

された顎位の安定性を確認した。

２）上下顎一体型OA

上下顎一体型OA（以下一体型）は設定した前方

位にて上下顎を単純に固定したものである（図

２）。

４．OA治療に関する検討内容

OAの継続的な使用を評価する目的で，脱落症

例について装着直後から使用できなかった症例と

一定期間を経て中断した症例に関し検討を行っ

た。

またOAの治療効果に関して分離型を１ヶ月

以上使用し，装着後に PSG検査を行い得た１５例

と経過観察中に PSG検査を行い得た一体型の２

例について治療前後での検討を行った。診断時の

PSG検査結果をOA装着前とし，今回分離型を

適用した１５例のAHI と Lowest SpO２についてｔ

検定を用い，危険率５％にて評価した。

結 果

１．患者背景について

OSAHS 患者４３例の重症度の内訳は，AHI３０以

上の重症例２０例，中等症以下２３例である。なおOA

治療を行った５０例のうちOSAHS 患者４３例を除く

７例は単純いびき症（AHI＜５）であった（図３）。

男女比ではOSAHS 患者４３例のうち男性３７例，

女性６例。年齢分布では３０歳以下が５例，３１～４０

歳が８例，４１～５０歳が８例，５１～６０歳が１１例，６１

歳以上が１１例（平均４８．１歳）。肥満指数Body

Mass Index（kg／m２）では２０未満が１例，２０～

図２ 適用したOA（左：分離型 右：一体型）

４４ 佐藤，他：睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置による治療の検討
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２３．９が１１例，２４．０～２６．３が８例２６．４以上の症例は

２３例であった（平均２７．１kg／m２）。また循環器系

疾患を合併した症例は１８例（４２％）であった（図

４）。

２．病態による装着状況

OSAHS 患者４３例のうち分離型を３５例に適用

し，８例に一体型を適用した。分離型を適用した

３５例の内訳は重症例１５例，中等症以下２０例であっ

た。一体型は重症例５例と脳梗塞，高血圧症を合

併した１例を含むAHI２０台の２例に対しNasal－

CPAPと併用し，また上顎前歯部，下顎臼歯部

での歯牙欠損例で分離型を適用できなかった重症

例，中等症以下各１例に適用した（表１）。

３．治療効果について

１）脱落症例について（表２）

OSAHS 患者４３例中，OA装着直後からOAを

使用できなかった症例は６例で，内訳は重症３

例，中等症以下が３例であった。OAの形態では

分離型が２例，一体型が４例であった。その理由

は強い違和感を訴えたため（５名）と，術前より存

在していた顎関節症状による疼痛のため（１名）で

あった。

また，装着使用後一定期間を経て中断した症例

は６例で，その内訳は重症２例，中等症以下４例

であった。OAの形態は全例分離型であった。

２）PSG検査施行結果

分離型を１ヶ月以上使用し，装着後の PSG検

査を行い得た１５例の治療前後での PSG検査結果

（AHI，Lowest SpO２）を，一体型で経過観察中

の症例のうち，同様に PSG検査を行い得た２例

を併せ表３に示した。また，分離型適用例のAHI

の結果を図５に示した。

� 一体型OA

一体型使用例の２例はAHI，Lowest SpO２とも図３ OA治療を行った５０例の内訳

図４ OSAHS患者４３例の背景

歯科学報 Vol．１０２，No．１（２００２） ４５
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に治療効果を認めた。起床時の頭重感，日中傾眠

等の自覚症状も著明に改善し，OA単独にて耳鼻

咽喉科と経過を観察した。

� 分離型OA

分離型使用例ではAHI が，７６．５と最も病態の

重い１症例を除き治療後AHI が減少した。１５例

の治療前のAHI の平均は３６．５であった。OA装

着後のAHI の平均は１８．４と治療前に比し有意に

減少した（ｐ＜０．０５）。しかし，重症例９例のうち

AHI が１０未満となり得た症例は３例であり，５

例では装着後のAHI は２０以上であった。中等症

以下においては６例のうち，AHI５未満と減少し

た２例を含む３例がAHI１０未満となり得た。AHI

が減少した１４例において，装着後５未満となり得

た症例は５例であり，除く９例はOA装着後に

多少の効果はあっても無呼吸が残った。

Lowest SpO２では８例に改善を認め，５例に変

化がなかった。１５例全体の比較では治療前の平均

７６．２％から治療後８０．１％へと改善した（ｐ＜

０．０５）。しかし，治療前に９０％未満の１２例のうち

表１ 病態による装着状況

OSAHS患者４３例の病態による装着状況

重症例 中等症以下 Total

分離型 １５ ２０ ３５

一体型 ５ ３ ８

（一体型使用例の内訳）
Nasal-CPAP併用 ４ ２ ６
歯牙欠損例 １ １ ２

表２ 脱落症例の内訳

分離型 一体型

OSAHS患者４３例の脱落症例の内訳
重症例 １ ２
中等症以下 １ ２

装着後一定期間を経て中断した６例
重症例 ２ ０
中等症以下 ４ ０

表３ 治療前後で PSG検査を行った１７例のAHI，
Lowest SpO２（症例１，２は一体型OA適用例）

AHI（回／ｈ） Lowest SpO２（％）

治療前 治療後 治療前 治療後

症例１ ２０．２ ２．１ 症例１ ６５ ７５

症例２ ６７．３ １０．２ 症例２ ７６ ８９

症例３ ３０ ３．１ 症例３ ６０ ７８

症例４ ４８ １２．９ 症例４ ８６ ８１

症例５ ３６ １２ 症例５ ８６ ９１

症例６ ３９．３ ２４．４ 症例６ ６０ ６０

症例７ ２５．３ １７．８ 症例７ ９１ ９１

症例８ ４３．２ １．１ 症例８ ９１ ９１

症例９ １２．５ １１．４ 症例９ ８０ ８７

症例１０ ６６ ３９．３ 症例１０ ７６ ８２

症例１１ １３．２ ３．４ 症例１１ ８５ ８０

症例１２ ６２．４ ３２．１ 症例１２ ６０ ６８

症例１３ ７６．５ ８２．１ 症例１３ ４９ ６４

症例１４ １５．９ ２．６ 症例１４ ８５ ９１

症例１５ ３１ ３．８ 症例１５ ９１ ９１

症例１６ ２４．５ ２２ 症例１６ ６７ ６７

症例１７ ２４ ８ 症例１７ ７６ ８０

図５ 分離型OA適用１５例の治療前後でのAHI

４６ 佐藤，他：睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置による治療の検討
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９０％以上となり得た症例は２例にとどまった。こ

の２例は症例５，１４であり，治療前後でのAHI

も３６から１２，１５．９から２．６と減少した。また症例

６，１２，１６では治療後の Lowest SpO２が６０％台に

留まり，AHI 上改善を認めるものの２０以上を示

した。

考 察

１．症例の背景

多くの報告同様１０，１１），OSAHS 症例は男性に多

くまた中高年齢層に多い傾向を認めた。BMI で

は OSAHS 症例４３例中３０．８を越える超肥満群は７

例の１６％であった。平均値からも肥満の程度は低

い傾向にあった。これも Li らの報告１２）と同様で

あった。

２．脱落症例の内訳

脱落症例はOAの欠点により装着できない場

合と一方的に患者の協力を得られない場合の２通

りが認められた。前者に関してはOA以外の手

術療法やNasal－CPAPによる治療を行うことが

可能であった。この点耳鼻咽喉科と共同で集学的

治療を行っていることは有用であった。なお，欠

点としては，ゴムの装着の煩雑さ，他のOA同

様歯牙への負担，装置自体の違和感などがあげら

れる。また，後者に関してはOSAHS の予後を含

めた病態を十分に説明し理解を得る必要がある。

しかしながら疾患の性質上，自覚症状が乏しく動

機付けが困難であり，安易にレーザー治療のみで

改善する等の情報が氾濫している現状では，治療

を中断したり，他施設で安易な治療を受けさらに

増悪した症例も経験した。ここに本疾患の大きな

問題点があるように思われる。また複数科への受

診の煩雑さは患者の大きな負担であり，当院のよ

うな総合病院を受診した患者からも指摘を受け

た。今後は診断，治療のシステム構築が急務であ

ると思われる。

３．OAによる治療の効果

OAの形態による効果の違いは今回の検討から

は不明である。しかし分離型を適用した１５例の検

討から，OA装着後に多少の効果はあっても無呼

吸が残る症例が多く，特に重症例でOA単独に

て十分な効果を得られる症例は少ない結果を得

た。この結果より，現在では初回のAHI の値が

３０以上の症例に関しては，Nasal－CPAP，手術

等を考慮し，中等症以下に各種手術，OAを適用

している。 また今回はOSAHS の重症度に着目

し治療効果の検討を行ったが，OAの適応に際し

て閉塞部位の診断は重要である。適切な閉塞部位

の診断が行われなければ，十分な治療効果は得ら

れない。今回の検討でAHI の悪化した症例１３は

その後，耳鼻咽喉科的に鼻内手術と口蓋垂軟口蓋

咽頭形成術（uvulopalatopharyngoplasty：UPPP）

を行った結果，AHI が５に減少したことから的

確な閉塞部位の診断の必要性を再認識した。

Nasal－CPAP使用に際し，自覚症状の乏しい

患者の継続使用が難しい等の問題から，それに変

わるものとしてOAによる治療が検討され多く

の報告７～９）がなされてきた。また，いびきに効果

があるとし，無呼吸の評価を行わず安易にマウス

ピースを適応する歯科医師もいるのが現状のよう

である。我々もOA単独治療で十分な効果が得

られたOSAHS 患者を経験している。しかしなが

ら十分な効果が得られない症例も多いことから，

関係各科との共同で診療を行うことが望ましいと

考える。

一方でOSAHS と診断した全例にNasal－

CPAPを適応するという方針も，患者の方が対

応できず多くの脱落症例を作りだすこととなり治

療成績が向上しない。現在，我々は重症例に関し

てもNasal－CPAPと OAの併用，また手術後の

OAの適応などAHI５未満を治療の目標とし検

討を重ねている。

今後はより集学的な治療法の構築のためにも，

複数科での治療を前提とし中等症以下でのOA

の適応の確立，さらに重症例での他の治療との併

用法の模索を行っていきたいと考える。

結 論

当院におけるOA治療の検討を行い，OA治療

の方針を考察した。重症例での単独治療は避け，
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複数科での集学的治療の中で中等症以下での適用

と重症例での他治療との併用を検討すべきと考え

る。また，脱落症例の減少と集学的治療のシステ

ム構築が急務と考えられる。

本論文の要旨は第２６８回東京歯科大学学会総会（１９９９
年１１月６日，千葉），第４５回日本口腔外科学会総会（２０００

年１０月１３日，千葉）において発表した。
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In Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital, Obstructive sleep apnea－hypopnea syndrome

（OSAHS）patients were treated with an Oral Appliance（OA）in collaboration with the Department of

Oral Medicine and Division of Otorhinolaryngology. In this study, we reported clinical research into the

effect and adaptation of OA.

Polysomnographic recordings were conducted before and after OA treatment, and the efficacy of

treatment was evaluated in 17 cases. Neither the Apnea Hypopnea index（AHI）and lowest SpO２ were

improved by OA adaptation alone in severe cases. Twelve of 48 OSAHS patients dropped out of OA

adaptation.

At present, we apply OA to mild and moderate cases. For severe case（AHI≧３０）, we apply OA

with Nasal－CPAP during the postoperative period.

We think a suitable collaboration is required for accurate diagnosis and optimal treatment.

（The Shikwa Gakuho，１０２：４２～４９，２００２）
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