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ポスター P-1

大阪医科大学附属病院における睡眠時無呼吸症候群の
口腔内装置を用いた治療と地域連携の取り組み
○早瀬友克 1），井上和也 1），中島世市郎 1），紺田敏之 1），中野旬之 2）
越智文子 1），諏訪吉史 1），大森実知 1），山本佳代子 1），植野高章 1）
1）大阪医科大学医学部感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室
2）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔顎顔面外科学分野

【目的】
大阪医科大学附属病院歯科口腔外科（当科）では，閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）の治療
における口腔装置（OA）を用いた治療を 1994 年より開始し，患者数の増加と医療連携の効率化
を図り 2012 年より専門外来を開設した．また，医科との医療連携の強化や地域歯科医師会と連携
など OA 治療の普及についての取り組みも行っている．
今回われわれは，専門外来を開設後約 5 年における患者動向，治療経過，紹介機関などについて調
査した結果と当科での取り組みについて報告する．
【方法】
対象は 2012 年 1 月から 2017 年 7 月までの 5 年 6 か月に OSAS と診断され OA を用いた治療が
必要とされ当科を受診した患者 750 名である．方法は，対象患者の年齢，性別，紹介機関，紹介
機関での再検査の有無，持続陽圧呼吸療法（CPAP）施行の有無，OA 治療を選択された理由や
CPAP と OA 併用の有無などを調査した．
【結果】
患者の年齢層は 40 ～ 60 歳代の男性が多くを占め，多数歯欠損や OA に同意が得られず施行で
きなかった症例は 10％未満であった．紹介機関は 3 機関で 60％を占め OA の評価がなされたのは
20％に満たなかった．CPAP 使用中の患者では，出張先で使用するなど CPAP と併用を希望する
患者の割合が増加する傾向がみられた．
【考察】
本調査の結果では年齢や性別，SAS の重症度など紹介患者の傾向についてはこれまでの報告と
ほぼ同様の結果であった．OA 非適応と診断された患者の割合はきわめて少なく，紹介機関が OA
を理解し，紹介前に OA の適応について検討がなされて紹介に至っていることを示していると考
えられた．紹介医での OA 評価が少ない原因については，症状が改善していることから入院下で
の検査を患者が拒否することが多く，今後の課題として考えられた．
破損した OA の新製を希望する患者が増加しており，地域歯科医師会と連携し，経過観察や OA
破損時の対応については開業医で提供するなど，通院しやすい環境の整備が OA 治療の普及に繋
がるものとして取り組む予定である．
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ポスター P-2

黒沢病院附属ヘルスパーククリニックの
OSA 治療における院内連携の取り組み
〇齋藤麻耶 1），小林洋子 1），小林充典 1），松本

健 2），町田

優 2），黒澤

功 3）

1）医療法人社団美心会黒沢病院附属ヘルスパーククリニック歯科・口腔外科
2）医療法人社団美心会黒沢病院附属ヘルスパーククリニック内科
3）医療法人社団美心会黒沢病院附属ヘルスパーククリニック泌尿器科，理事長

【目的】
閉塞性睡眠時無呼吸症（OSAS）の治療法である口腔内装置（OA）は医科での検査・診断を受
けて歯科へ紹介され，OA 装着後は医科での再評価を必要とする為，医科歯科での連携が重要とさ
れる．当院での内科無呼吸外来と歯科外来の OSAS 治療における院内連携体制の構築について報
告する．
【方法】
現在当院では内科無呼吸外来にて OSAS の治療法として OA 適応とされた場合，歯科へ紹介
される．歯科にて顎口腔内領域に異常所見がなく，OA 適応と診断された場合，OA 作製となる．
OA 装着後は効果判定のため歯科より内科無呼吸外来へ睡眠検査を依頼する．また，歯科受診患者
の中で当科の基準により OSAS が疑われる場合は内科無呼吸外来へ紹介となり，睡眠検査後 OA
適応と診断された場合は歯科へ依頼となる．このように医科歯科の双方向での連携体制を確立する
為，受診，治療，管理までのフローチャートを作成し，院内勉強会で OSAS 治療の取り組みを発
表する事で院内全体への周知を図っている．
【結果】
内科無呼吸外来より歯科へ紹介となった件数が 2016 年 28 件，2017 年 27 件であった．そのうち，
OA 作成に至った件数は 2016 年 25 件だったが，2017 年 25 件と増加傾向にある．また，歯科から
内科無呼吸外来へ紹介した件数が 2016 年 7 件，2017 年 15 件で，OSAS と診断され OA 装置を作
製した件数が 2016 年 3 件，2017 年 8 月末現在で 8 件と 1.5 倍増加している．
【考察】
今後，これまで未発見のまま潜在する OSAS 患者の発見が重要な課題になると思われる．歯科
においては問診や口腔内診査から OSAS が疑われた場合，内科無呼吸外来へと紹介するのと同様
に，夜間頻尿や薬剤耐性高血圧症などが OSAS の症状の一つと考えられる事から，循環器内科，
脳外科，泌尿器科，或いは入院病棟からの発見も求められる．医科歯科だけではなく，多科に渡る
医科間での連携を密にしていく事が大切であり，OSAS 治療を担う一翼として病院内歯科の役割は
重要になると考えられる．
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ポスター P-3

東京歯科大学市川総合病院における閉塞性睡眠時無呼吸に対する
口腔内装置治療の現状
伊藤泰隆 1），杉浦貴則 1），今井琴子 2），平賀智豊 1），横山 梓 1），吉田佳史 1）
佐藤一道 1），野村武史 1），弦本惟郎 3），山口 航 3），露無松里 3），中島庸也 3）
1）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
2）横浜南共済病院歯科口腔外科
3）東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科

【目的】
東京歯科大学市川総合病院では，1999 年から閉塞性睡眠時無呼吸症（以下 OSA）に対する口腔
内装置（以下 OA）を用いた治療を行っている．今回，当院歯科・口腔外科の OA 治療に関して，
臨床統計学的検討を行い，治療を再考察したので報告する．
【方法】
専門機関で睡眠検査を行い OSA と診断され，2015 年 6 月から 2017 年 5 月までの 2 年間に当院
歯科・口腔外科を受診した患者を対象とした．調査項目は月別症例数，受診経路，性差，年齢，
Body-Mass-Index（以下 BMI），無呼吸低呼吸指数（以下 AHI），治療経過および治療効果につい
て検討を行った．治療効果に関しては OA 装着後の AHI が装着前の 50% 以下かつ 5 回 / 時間未満
を著効，50% 以下かつ 5 回 / 時間以上を改善，それ以外で AHI が減少しているものをやや改善，
それ以外を不変・悪化とした．
【結果】
期間中の初診患者数は 103 人であった．受診経路は院内耳鼻咽喉科紹介が 82 人（80%）
，他院は
21 人（20%）であった．男性 75 人（73%）
，女性 28 人（27%）で，年齢分布は 41 歳から 50 歳が
33 人（45%）と最も多かった．軽症 41 人（40%）
，中等症 48 人（47%）
，重症 14 人（13%）であっ
た．治療効果は著効 37%，改善 26%，やや改善 26%，不変・悪化が 11% と続いた．なお，装置の
違和感などで継続使用できないものは 4 人（4％）
，効果判定前に来院が途絶えるものは 7 人（7％）
あった．
【考察】
当科の OSA に対する OA 治療は軽症から中等症，CPAP の脱落症例とさまざまな患者に行われ
ていた．タイトレーションに関しては，患者の協力によって，複数回の睡眠検査を行えた症例も認
めた．一方，治療の流れや副作用，経過観察の重要性を初診時に十分な説明を行い，未来院症例へ
の電話連絡も数か月に一度行っているが，治療中断例への対応は今後の課題であった．
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ポスター P-4

当科における睡眠時無呼吸症候群患者への
口腔内装置使用による効果の調査研究
○加藤芳明，三島克章
山口大学医学部附属病院歯科口腔外科

【目的】
本研究により当科での OSAS 患者に対する OA 適応による効果を明らかにし，さらに OA タイ
プによる効果や合併症の差を明らかにすることにより OA の改良点や適応条件，OA タイプの選択
基準を検索する．OA の改良や適応条件が明確になることで不必要な治療の減少や合併症の減少等
により治療効果の改善や効率化が期待できる．
【方法】
2009 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月までの間に山口大学附属病院歯科口腔外科を受診した OSAS 患
者で OA を適応した者で治療前後にポリソムノグラフィー（以下 PSG）が施行され記録が確認で
きた患者 20 例を対象とした．治療前後の PSG の結果や自覚症状の変化，OA のタイプ，下顎の移
動量，OA 使用に伴う合併症の有無等を基に治療効果や合併症の有無や程度を評価する．
【結果】
性別は男性 16 例，女性 4 例．BMI は 16.92 ～ 29.31（平均 23.69）
．OA タイプは固定型 14 例，
可動型 6 例．治療前 AHI は 5 ～ 50.3（平均 21.7）
．治療後 AHI は 2 ～ 21.5（平均 10.4）
．OA 使用
後に AHI が改善していたものは 16 例であった．合併症は顎関節症状が 8 例で最も多く，筋症状が
5 例，歯牙の違和感が 5 例にみられた．
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ポスター P-5

閉塞性睡眠時無呼吸患者に対する口腔内装置の
コンプライアンス向上の工夫（予備的研究）
○槙原絵理，鱒見進一
九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野

【目的】
閉塞型睡眠時無呼吸（Obstructive sleep apnea：OSA）患者にとって継続使用が容易な口腔内
装置（Oral Appliance: OA）について検討することである．
【方法】
九州歯科大学附属病院義歯科にて OA 治療を受けた成人 OSA 患者のうち，本研究の内容に
ついて説明を行い，同意書への署名が得られた女性 4 名（65.3 ± 11.81 歳）を被験者とした．
TheraSnore ApplianceTM を 用 い て OA 製 作 後 調 整 を 行 い， 装 着 前 後 の エ プ ワ ー ス 眠 気 尺 度
（Epworth sleepiness scale：ESS）および PSG 検査結果を参考に最終的な治療顎位を決定した．つ
ぎにハードタイプおよびソフトタイプの 2 種の実験用 OA を同様の形態で製作した．なお，2 種の
実験用 OA の使用順序はランダムとし，1 つ目の実験用 OA 装着期間後，1 週間あけて 2 つ目の実
験用 OA の装着を指示し，1 つ目と同様に装着感および睡眠状態の観察を行った．なお，本研究は
九州歯科大学研究倫理委員会の承認のもとに行われた（承認番号 15−9−通常）
．
【結果】
術前後の ESS は 6.5 ± 2.89，4.0 ± 1.41，AHI は 16.5 ± 6.03，7.8 ± 1.53 であった．口腔内装置
の不快感について，ハードタイプよりソフトタイプの方が高かった項目は，「装置がゆるい」
，
「口
を閉じにくい」，「熟睡感が得られにくい」で，ソフトタイプよりハードタイプの方が高かった項目
は「装置を装着しくい」
，「歯が痛い」であった．睡眠データの結果と使用を継続したい OA のタ
イプが一致したのはわずか 1 名であった．
【考察】
ハードタイプと比較してソフトタイプの方が変形しやすいため装着しやすく，歯に対する負担も
少なかった反面，着脱をくり返すことで装置自体の維持力が低下し，ゆるく感じたと思われる．現
時点では被験者数が 4 名と少なく，2 種類の実験用口腔内装置の特徴を把握するために，今後被験
者数を増やし，OA 装着前後の睡眠データを集積する所存である．
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ポスター P-6

閉塞性睡眠時無呼吸症における口腔内装置の効果
─術前後の PSG 測定による評価項目間の差異 について─
○高橋英俊 1），松尾 朗 1. 2），髙田佳史 3），仲井孝之 1）
田賀 仁 4），山口 済 3），多田昌功 1），近津大地 1）
1）東京医科大学口腔外科学分野
2）東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科
3）東京医科大学循環器内科
4）JR 東京総合病院歯科口腔外科

【目的】
閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）患者の診断や重症度判定において，終夜ポリグラフ検査（PSG）
による AHI と簡易検査での RDI を比較する妥当性については，PSG 結果の診断基準や簡易検査機
器の種類，評価方法によっても大きく異なる．また，心血管イベントリスクの評価として使用され
ている，睡眠中の単位時間における基線を下回った血中酸素飽和度の時間分析値（IAD）は AHI
よりも 3％ ODI に高い相関があり，心血管イベントリスクの評価としては，AHI よりも 3％ ODI
の方が有効であると考えられている．
今回われわれは，OA 治療効果判定を術前後共に PSG で行った場合，評価項目よりどのように
異なるか検討した
【方法】
2004 年 11 月から 2014 年 5 月に東京医科大学循環器内科において PSG にて OSA と診断され，
当科において OA を装着，し効果判定についても PSG で評価した 119 例（M91 例，F28 例）を対
象とした．OA 治療前・後の改善率を AHI と 3%ODI について，paired t-test を用いて比較した．
また，効果の有無を，OA 治療前の 50% 以上の改善に加えて AHI と 3%ODI が 10 以下に改善した
場合を成功とし，Chi square test を用いて比較した．
【結果】
対象症例 119 例の AHI の平均は，OA 装着前は 24.5 ± 1.0/hr，装着後は 8.6 ± 0.6/hr で改善率
は 63.0 ± 2.3% であった．3%ODI では，OA 装着前が 16.9 ± 0.9/h，OA 装着後は 8.1 ± 0.6/hr で，
改善率は 48.9 ± 2.7% であった．AHI と 3%ODI における改善率と効果の有無の比較では，両者と
も有意差が認められた．
【考察】
OA 治療後の効果判定法として AHI は 3%ODI より統計学的に有意に高い成功率が得られた．
3%ODI は PSG 簡易検査の両方で測定可能で，かつ，血管イベントリスクの評価としては，AHI よ
り適切である可能性があることから，今後，PSG と簡易検査における 3%ODI や IAD の相関につ
いてさらに検討を加え，治療前後で異なる検査方法を選択した場合の評価項目について考察する予
定である．
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ポスター P-7

閉塞性睡眠時無呼吸症の重症度と
顎顔面形態，性別，年代ならびに BMI との関連
○網谷季莉子 1），竹山雅規 1），丹原 惇 1），高橋功次朗 1）
大嶋康義 2），小林正治 3），齋藤 功 1）
1）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野
2）新潟大学医歯学総合病院呼吸器感染症内科
3）新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野

【目的】
閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）は男性に多い疾患であり，これまでにも男性の OSA 患者を対象
にした研究は数多く報告されている．しかし，患者数は少ないもののある年代になると女性でも
OSA 患者が増加する．また，肥満が大きな病因の一つとされているが，顎顔面形態とも密接に関
与することが明らかにされつつある．そこで今回，顎顔面形態，性別，年代，BMI に着目して，
OSA 重症化因子について検討した．
【方法】
新潟大学医歯学総合病院呼吸器感染症内科の成人患者 112 名（男性 57 名，女性 55 名）を対象
とした．資料は，OSA の治療前に撮影した側面セファログラムと終夜睡眠ポリグラフ（PSG）検
査結果とした．側面セファログラムのトレース後，頭蓋骨，上下顎骨，上下顎切歯，舌骨，頸椎，
咽頭気道，軟口蓋面積，舌面積について計測し，PSG 検査結果からは無呼吸低呼吸指数（AHI）
，
BMI を抽出した．次に，男女別に BMI を指標に肥満度について 3 群に，年齢について 50 歳をカッ
トオフ値として 2 群にそれぞれ区分した．各群における計測結果について，Spearman の順位相関
係数を求め統計学的に比較検討した．
【結果】
対象者全体では AHI と BMI，舌骨の垂直的，前後的位置，舌面積についてそれぞれ有意な正の
相関が認められた．男女別にみると，男性では鼻部咽頭気道前後径のみに，女性では舌骨の垂直的
位置と BMI にそれぞれ AHI と有意な正の相関が認められた．年齢別にみると女性 50 歳未満群で
は AHI と相関がみられる項目は認められなかった．肥満度別にみると男女とも，軽度肥満群での
み AHI と舌骨の位置に有意な正の相関を認めたが，標準群と重度肥満群では AHI と相関がみられ
る項目は認められなかった．
【考察】
BMI が大きく舌骨が下方にあるほど AHI が大きく，過去の報告と一致した結果であった．また，
第三頸椎と舌骨の距離が長いほど OSA が重症化している可能性が示された．性別や年齢，肥満度
別に検討した結果，各群によって OSA の病態の特徴が異なることが示唆された．
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ポスター P-8

舌圧が OSA の重症化に与える影響について
柘植祥弘 1），古橋明文 1），伊藤邦弘 1），西尾佳朋 1），山中洋介 1），井村周嗣 1）
篠邉龍二郎 2），塩見利明 2），山田史郎 3），風岡宜暁 1）
1）愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学
2）愛知医科大学睡眠科・睡眠医療センター
3）愛知医科大学病院歯科口腔外科

【目的】
睡眠時無呼吸（OSA）の重症化の原因に関して，CT，MRI などを利用した報告は散見される．
しかし，患者への被曝，画像診断となるため筋肉の運動機能は考慮できないという問題点があった．
OSA の重症化には筋活動の関与が報告されている．近年，口腔周囲筋を測定する機器により運動
機能を容易に測定できるようになり，口腔周囲筋の筋力トレーニングにより OSA が改善した症例
報告もある．そこで，口腔周囲筋（特に舌筋）が OSA の重症化に影響について検討した．
【方法】
対象者は 2016 年 8 月から 12 月まで愛知医科大学病院睡眠センターに終夜睡眠ポリグラフ（PSG）
検査目的で入院し OSA と診断された 72 名（男性 55 名，女性 17 名）とした．対象者を男性群，
女性群に分け，それぞれの AHI，年齢，BMI，舌圧を測定，検討した．舌圧の測定には JMS 舌圧
測定器 ® を使用した．AHI と各群の測定項目について相関分析を行った．また，AHI を目的変数
とし，単回帰分析，重回帰分析を行った．本研究は倫理委員会の承認を得た．
【結果】
舌圧と AHI の間には男性群（r = −0.33，p<0.05），女性群（r = −0.59，p<0.05）とも負の相関
を認め，相関係数は女性群の方が高い傾向となった．また，BMI と AHI の間には男性，女性群と
も有意な正の相関を認めた．回帰分析にて，男性，女性群とも舌圧と BMI が独立したリスク因子
として抽出された．
【考察】
舌圧の産生には内舌筋以外に，舌骨上筋群が関与しているとの報告がある．舌圧の低下は内舌筋
の機能低下だけでなく，舌骨上筋群の機能低下を示唆すると考えられる．舌骨上筋群は上気道の開
存性に関与しており，舌圧の低下は OSA の重症化に影響していると考えられた．今回の結果では
舌圧と AHI の相関には男女差があり，今後さらなる検討が必要である．
倫理的配慮
本研究を遂行するにあたり，事前に本研究の主旨を口頭と文書で被験者に説明し，同意を得た．
本研究は，愛知医科大学病院倫理委員会の承認を得て行った（承認番号 16−H036）
．
利益相反の開示についてこの研究は利益相反に該当しない．
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ポスター P-9

口腔内装置の長期使用による副作用に関与する因子の解析
○皆木

瞳 1），奥野健太郎 2），野原幹司 1），阪井丘芳 1）
1）大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室
2）大阪歯科大学高齢者歯科学講座

【目的】
閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）に対して長期間，口腔内装置（OA）治療を行うと歯列および咬
合を変化させる副作用が出現することが知られている．今回，われわれの施設で OA 治療を行なっ
た OSA 患者を対象に，OA の長期使用による咬合および歯列の変化について報告する．
【方法】
2006 年から 2015 年から大阪大学歯学部附属病院で 1 年以上，OA 治療を継続している OSA 患
者 64 名を対象に後ろ向きに解析を行なった．治療前後の側方頭部エックス線規格写真（セファロ）
を分析し歯列および顎顔面形態の評価を行った．また，診療録を参考に年齢，性別，BMI，診断時
の無呼吸低呼吸指数（AHI），総歯数，OA 使用期間，OA 使用頻度，OA の下顎前方移動量と割合
を抽出し，どの因子が歯列および顎顔面状態に影響を与えるのか検討を行った．本研究は，大阪大
学歯学研究科・歯学部およびに歯学部附属病院の倫理委員会の承認を得て行った．
【結果】
全患者の OA 使用期間の平均は 4.3 ± 0.3 年であった．また治療前後のセファロ分析の結果，
Overjet の変化量：−1.45 ± 1.3mm，Overbite の変化量：−0.90 ± 1.5mm，下顎前歯傾斜量の変化
量：3.07 ± 5.39°など歯列では有意差が認められた．しかしながら，骨格性の変化は認められなかっ
た．さらに Overjet が 1mm 以上減少した症例を咬合変化群，1mm 未満のものを非変化群と定義
して比較したところ，OA 使用期間，使用頻度，下顎前方移動割合が有意に高い値を示した．さら
にこれらの因子に加えて，総歯数および上顎歯数が Overjet の変化量と相関を示した．
【考察】
本研究から，OA 長期使用により，Overjet，Overbite が増加し咬合が変化すること，原因とし
て歯軸傾斜が関与しており，骨格性の変化は認めなかったこと，そして，OA 使用期間，OA 使用
頻度，OA の下顎前方移動割合が大きく，総歯数および上顎歯数が少ない症例ほど，変化しやすい
傾向がある可能性が示された．副作用を事前に予測した上で OA 治療を導入することは重要であり，
今後更なる研究を行うことで副作用の少ない OA 治療の開発も期待される．
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ポスター P-10

非 REM 関連閉塞性睡眠時無呼吸に対する OA 治療の効果
◯西尾佳朋，古橋明文，近藤崇之，篠原 賢，井村周嗣，
山中洋介，柘植祥弘，伊藤邦弘，山田史郎，風岡宜暁
愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

【目的】
REM 関連閉塞性睡眠時無呼吸（REM 依存 OSA）とは上気道周囲筋の筋活動が REM 期に消
失するため呼吸障害が REM 期に集中して生じる病態であり，Okesenberg らは REM 期 AHI が
NREM 期 AHI の 2 倍以上となる OSA を REM 依存 OSA と定義している．われわれが狩猟し得
た限り REM 依存に着目し OA 治療を検討した報告は少ない．自施設症例では REM 依存 OSA は
OA により REM 期 AHI のみ有意に減少することが確認された．今回，REM 依存 OSA 以外を非
REM 依存 OSA とし OA 治療の効果について検討した．
【方法】
2013 年 1 月～ 2017 年 6 月に当院睡眠医療センターで OSA と診断され，当科で OA 作製，OA 装
着下で PSG を施行した 75 名のうち，非 REM 依存 OSA の 47 名を対象とした．非 REM 依存 OSA
の重症度別分類，OA 装着前後の AHI，REM 期 AHI，NREM 期 AHI を比較検討した．
【結果】
対象 47 名は軽症：13 名，中等症：15 名，重症：19 名であり，REM 期 AHI では REM 期 AHI5
未満が 8 名，軽症：11 名，中等症：12 名，重症：16 名となった．AHI は OA 装着前 32.3 ± 21.4
回 /h，OA 装着下 13.4 ± 14.2 回 /h となり有意に減少した．REM 期 AHI は OA 装着前 24.3 ±
18.5 回 /h，OA 装着下 16.7 ± 16.7 回 /h となり有意に減少した．NREM 期 AHI は OA 装着前 33.4
±回 /h，OA 装着下 12.4 ± 15.0 回 /h となり有意に減少した．
【考察】
非 REM 依存 OSA は OA にて REM 期，NREM 期ともに AHI の改善が確認され，自施設症例に
おける REM 依存 OSA は OA にて REM 期 AHI のみ改善する結果とは異なっていた．非 REM 依
存 OSA は OA にて睡眠全体で呼吸障害が改善するため，OA 適応者はもちろん CPAP 脱落者のう
ち非 REM 依存 OSA には積極的に OA を導入すべきである．
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ポスター P-11

閉塞性睡眠時無呼吸に対する OA 治療効果と睡眠深度
◯近藤崇之，古橋明文，篠原 賢，井村周嗣，西尾佳朋，山中洋介
柘植祥弘，伊藤邦弘，山田史郎，風岡宜暁
愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

【目的】
閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）に対する口腔内装置治療（OA）の有効性はすでに認められているが，
OA 治療に伴う睡眠深度の変化について述べられることは少ない．今回，われわれは OA 治療によ
る睡眠深度の変化を検討し，OA が睡眠の質に与える影響を報告する．
【方法】
2013 年 1 月～ 2016 年 12 月に当院睡眠医療センターで OSA と診断され , 当科にて OA 作製 , OA
装着下での PSG（AASM2007 ver.2）を施行した 68 名（平均年齢：59.9 歳，平均 BMI：23.7kg/
m2，平均 AHI：21.7/h）を対象とし，OA 装着前後の AHI，NREM 期 AHI，REM 期 AHI，睡眠
深度（%Stage1，2，3+4，REM）および ESS の変化を比較検討した．
【結果】
OA 装着により，AHI，NREM 期 AHI，REM 期 AHI は有意に減少した．総睡眠時間に対する，
%Stage1 は有意に減少（治療前：45.0 ± 22.7，OA：34.0 ± 18.8）
，%Stage2 は有意に増加（治療前：
42.8 ± 17.4，OA：47.1 ± 15.4），%Stage3+4 に変化はみとめず（治療前：1.0 ± 2.3，OA：1.2 ± 2.8）
，
%StageREM は有意に増加（治療前：15.6 ± 5.7，OA：18.6 ± 7.0）した．また，ESS は有意に減
少した．
【考察】
OA 装着にて，NREM 期および REM 期いずれにおいても AHI は減少し，OA が無呼吸低呼吸
の改善に有効であることが確認された．OA 装着により，%Stage2 が有意に増加し，NREM 期に
おける深睡眠の獲得が自覚的な眠気の指標である ESS の改善にも影響したものと示唆される．一
方で，本検討では，%StageREM の増加を認めており，NREM 期に比較し無呼吸低呼吸が多い
REM 期が増加することを考慮し，OA 治療における REM 期の治療効果判定が重要と考えられた．
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ポスター P-12

鼻腔容積と鼻腔抵抗との関連性について
○安井正紀
宮崎台やすい矯正歯科クリニック（神奈川）

【目的】
慢性鼻閉に伴う鼻呼吸障害は，睡眠障害の一要因と考えられている．鼻呼吸機能の評価に関し，
歯科領域では鼻腔通気度と鼻腔容積値を併せた報告はないと思われる．今回われわれは，鼻咽腔機
能の臨床評価システムの確立を目的に，鼻腔容積値と鼻腔抵抗値の関連を検討した．
【方法】
2016 年 5 月～ 2017 年 4 月迄に当院に来院した患者のうち 107 名の不正咬合患者，女性 69 名，
男性 38 名（平均年齢 14 才 5 か月；6 才 8 か月～ 53 才 5 か月）に対し，初診時の鼻咽腔機能検査
として鼻腔抵抗および鼻腔容積の検査を実施した．鼻腔容積値をスパーク法にて外鼻腔から 5cm
までを計測し（音響鼻腔測定器：A1 EXECUTIVE，GM Instruments, 英国）
，鼻腔抵抗値をアン
テリオール法にて計測（鼻腔通気度計：NR6 EXECUTIVE，GM Instruments, 英国）
，専用ソフト
Naris（GM Instruments，英国）により解析した．得られた鼻腔容積値と鼻腔抵抗値の相関関係を
求めた．また平均鼻腔容積値 10.83 ± 2.41cm3（参考文献）を参照して，研究対象より鼻腔容積の
小さい群を選別し，同様の相関関係を検討した．
【結果】
全対象者 107 名の結果，鼻腔容積値と鼻腔抵抗値の間に有意な相関関係は認められなかった．鼻
腔容積値 2SD（8.42cm3）以下の群と 3SD（6.01cm3）以下の群では，鼻腔容積値と鼻腔抵抗値の間
に有意な相関関係（P<0.001）が示され，それぞれ R2 値は 0.47 と 0.70 であった．鼻腔容積が小さ
い群では，鼻腔容積の縮小に伴い鼻腔抵抗の上昇が示唆された．
【考察】
鼻腔容積は鼻呼吸機能を推測する形態的評価として，鼻呼吸障害のスクリーニングに有用だと示
唆された．（参考文献）大木幹文，音響鼻腔計測法．JOHNS26：1105-1111, 2010.
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ポスター P-13

OA 治療と睡眠障害補助検査との関連
○篠原 賢，伊藤邦弘，近藤崇之，井村周嗣，西尾佳朋
山中洋介，柘植祥弘，古橋明文，山田史郎，風岡宜暁
愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

【背景】
閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）において口腔内装置（OA）治療は有効な治療法であり，OA 治療
の効果予測，効果要因にはさまざまな報告がある．OA の効果予測として主観的評価法が用いら
れることがあり，睡眠障害における主観的評価法が OA の効果を予測する因子となるか検討した．
また鼻腔通気度がどのように OA 治療に関係するか検討した．
【方法】
2014 年 1 月～ 2015 年 12 月に当院睡眠科・睡眠医療センターにて鼻腔通気度検査，PSG 後，当
科で OA 作製し，PSG にて効果判定を実施した 32 人（男：25 人，女：7 人，平均年齢：56.3 歳，
平均 BMI：24.7kg/m2）を対象とした．主観的評価はエプワース睡眠尺度（ESS）とピッツバーグ
睡眠質問票（PSQI）を用い，OA 治療前後の変化，OA 治療効果，鼻腔通気度との関係について解
析した．
【結果】
平均 ESS は OA 前：8.8 点，OA 後：7.6 点，平均 PSQI は OA 前：7.0 点，OA 後：6.3 点．OA
治療前後の ESS，PSQI の改善率と AHI の改善率は相関関係を認めなかった．平均鼻腔通気度は
0.40Pa/cm3/s であり全体的に鼻閉傾向であった．鼻腔通気度と AHI，鼻腔通気度と AHI 改善率に
は相関を認めなかった．しかし，鼻閉あり（鼻腔通気度 0.25 Pa/cm3/s 以上）の症例では鼻腔通気
度と AHI 改善率との間に正の相関がみられた．また ESS，PSQI と鼻腔通気度との間には相関を
認めなかった．
【考察】
ESS や PSQI は睡眠障害における主観的評価として一般的であり，OA 治療でも頻繁に使用され
る評価法である．今回，OA 治療前後で ESS，PSQI はともに減少していたが有意な差はなかった．
さらに OA 治療後の ESS，PSQI の改善率と AHI の改善率との間に相関がないことから，OA 治療
前後の ESS，PSQI の変化で OA の効果判定を容易に行うべきではないと考えられる．また，鼻腔
通気度と AHI の改善率については鼻閉により睡眠時の口呼吸を誘発し OSA を発症していたこと
が予測される．OA を装着し閉口することにより積極的な鼻呼吸を促進し，AHI が低下したと考え
られる．睡眠障害の補助検査にはさまざまな種類があるが，OA 治療においてそれぞれの結果を有
効に活用し OA 治療を行うことが大事である．
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ポスター P-14

口腔内装置使用中に顎関節脱臼を発症した一例
○田賀

仁 1. 2），松尾

朗 1. 3），江野幸子 1. 4），高戸

毅 1）

1）JR 東京総合病院歯科口腔外科
2）昭和大学藤が丘病院麻酔科
3）東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科
4）明海大学 PDI 東京歯科診療所

【背景】
口腔内装置（OA）治療に関連する有害事象の一つとして顎関節障害が挙げられるが，その多く
は顎関節症で，脱臼の報告は殆どない．今回われわれは，OA 治療開始から約 3 年半経過後，OA
装用中に顎関節脱臼を発症した症例を経験したので報告する．
【症例】
患者は 37 歳の男性で，身長 180㎝，体重 73kg，BMI22.5kg/m2．2012 年 2 月，イビキを主訴に
JR 東京総合病院呼吸内科を受診し，PSG 検査の結果 AHI45.8/h で重度睡眠時無呼吸症（OSA）と
診断された．CPAP 治療を導入したが鼻閉により適応出来ず，OA 治療依頼で当科初診となった．
初診時，最大開口量 51mm，下顎最大前方移動量 12mm，顎関節症状は認めず，顎関節症の既往も
なかった．2012 年 9 月，下顎前方移動量 9mm（75%）に設定し OA 治療を開始した．同年 11 月
に OA 装着下で簡易検査を行った結果，AHI3.6/h と著明に改善した．以後，4 か月毎の経過観察
および 1 年毎の簡易検査にて良好に経過していたが，2016 年 3 月「マウスピースを装着し，うつ
伏せで寝ていた所，顎が外れて口が閉じられなくなった．」と訴え来院した．左側顎関節に脱臼を
認め，徒手整復術を施行したが，その後も両側臼歯部の開咬が残存した．OA 治療中止により症状
は漸減し，4 か月程で臼歯部の咬合は回復した．呼吸器内科にて CPAP 治療の再開を試みたが適応
出来ず，患者は OA 治療の再開を強く希望したため，現在は前方移動量の少ない（50%）OA に変
更し慎重に経過を観察している．
【考察】
今回，非常に稀な OA 治療中の顎関節脱臼一例を経験した．本例を通じ，術前状態の正確な記
録および OA 治療の有害事象害についての十分な説明と同意が必須であると改めて考えさせられた．
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ポスター P-15

下顎骨の欠損によって睡眠呼吸障害がみられた下顎歯肉癌加療後の 3 例
○吉田佳史 1），杉浦貴則 1），今井琴子 2），平賀智豊 1），横山 梓 1），伊藤泰隆 1）
佐藤一道 1），野村武史 1），齋藤寛一 3），大金 覚 3），髙野伸夫 3），中島庸也 4）
1）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
2）横浜南共済病院歯科口腔外科
3）東京歯科大学口腔がんセンター
4）東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科

【背景】
下顎歯肉癌に対して下顎区域切除術を行うも，術後にプレート感染を生じることで再建プレート
の除去を余儀なくされることがある．今回，術後感染による再建プレート除去後の睡眠検査で睡眠
呼吸障害がみられた 3 例を経験したので報告する．
【症例】
症例 1：71 歳男性．右下顎歯肉癌に対して下顎区域切除術，プレート再建術を施行したが，感染
により 7 か月後に再建プレートを除去せざるを得なかった．術後，日中傾眠の症状があり，睡眠検
査にて AHI：13.4 と軽度 OSA の診断となった．症例 2：71 歳女性．両側下顎歯肉癌に対して 2013
年 6 月に下顎区域切除術，プレート再建術を行うも，感染により 9 か月後に再建プレートの除去を
余儀なくされた．日中傾眠の症状があり，除去翌月に AHI：71.1 と重度 OSAS の診断に至り，そ
の後 CPAP の使用となった．症例 3：62 歳女性．他院にて口底癌に対して化学放射線療法を行い，
その後下顎骨壊死にて当院を紹介受診．下顎区域切除を伴う腐骨除去術，広背筋皮弁，プレート再
建術を施行したが，その後も腐骨範囲は拡大し，約 2 年後にプレート除去術を行った後には下顎骨
は完全な欠損となった．その後も評価を行いながら側臥位就寝での対応を継続した．
【考察】
3 症例ともに，再建プレートの感染を契機に下顎骨が区域欠損の形態となった．既存下顎骨が患
側へ変位することによる睡眠呼吸障害が予想され，CT 画像による評価を行った結果，舌の後方移
動による咽頭腔の狭小化が原因と考えられた．頭頸部癌の加療後の睡眠呼吸障害の報告が近年，散
見されている．今回は下顎骨に焦点をあてたが，口腔がん治療に併せて，睡眠呼吸障害の評価を行
うことの重要性を再確認した．
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ポスター P-16

上顎拡大の OSA に対する効果
─偶然 OSA 治療中に並行して矯正治療をおこなった 1 症例─
○中島隆敏 1），佐藤広之進 2），中島奈津紀 1. 4），菊地紗恵子 3）
有馬菜千枝 5），佐藤慎太郎 5），中山明峰 5）
1）なかじま歯科クリニック
2）白沢歯科クリニック
3）浦安ブランデンタルクリニック
4）大阪大学工学部マテリアル科学
5）名古屋市立大学病院睡眠センター

【背景】
OSA に対する治療は成人と小児で大きく異なる．現在，小児ではアデノイド増殖口蓋扁桃肥大
の存在が認められれば，AT（adenotonsillectomy：アデノイド口蓋扁桃摘出術）が第一選択であ
る．しかしながら保護者から手術の同意が得られない，又は AHI と臨床症状が適応のボーダーラ
インである場合や AT 後に OSA が残存する場合は保存的治療とともに経過を注意深く観察する必
要がある．近年，小児 OSA に対する補完治療として歯科矯正治療である急速上顎拡大装置（rapid
maxillary expansion:RME）の有効性が報告されている．今回，われわれは軽度の OSA のある小
児に対して，偶然 RME を用いた歯科矯正治療によって改善した例を経験したので報告する．
【症例】
7 才男児．5 才の時，他科より紹介を受け名古屋市立大学睡眠センター受診．PSG 検査の結果
AHI は 7.4，視診で口蓋扁桃肥大（Brodsky3 度），AHI と臨床症状から軽症の OSA と診断し，ア
デノイドと口蓋扁桃について治療が必要を説明したが，保護者がそれに対して消極的だったため，
変化を注意深く経過観察することとした．6 才の時，AHI は 5.2 まで改善し保護者が手術の同意に
迷いが生じたため引き続き経過観察とした．同じ頃，
歯並びを主訴に白沢歯科を受診し精査の結果，
上下顎狭窄を伴う開咬と診断され急速上顎拡大装置を用いた歯科矯正治療を開始したところ OSA
についても改善傾向がみられた．
【考察】
小児 OSA に対する RME を含む歯科矯正治療の有効性はまだ確立されていない．これはアデノ
イド・口蓋扁桃の増減や顎骨の成長という因子が加わるため評価が難しいことと，歯科矯正治療に
おいて質の高いデザインの研究が困難であることが挙げられる．今後，症例を重ねて小児 OSA に
対する歯科矯正治療の有効性を検討していきたい．
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ポスター P-17

チームスポーツにおけるアンケート調査の有用性
○藤巻弘太郎
ぶばいオハナ歯科

【目的】
アスリートにおいて，睡眠は自身のパフォーマンスの維持・向上にとっても課題の 1 つとなって
はいるが，そのための情報や知識を得る場所が WEB の情報に頼らざるを得ないというのが現状で
ある．今回，プロバスケットボールチームのアスリートに対し，アンケートによる調査を行い，睡
眠歯科としての介入のきっかけになりうるか，また啓発活動となりうるかを検討することを目的と
した．
【方法】
対象はプロバスケットボールに所属するアスリート 8 名に対して，アンケート調査を実施した．
アンケート内容は，スポーツ歯科と睡眠歯科の共通項である口腔内装置と睡眠に関する項目で 15
項目の質問とした．
【結果】
アンケートの結果，睡眠歯科の存在を知るものはいなかった．また 8 名中，睡眠に対して詳細な
検査およびなんらかしらの介入の必要性を感じる者 2 名，OSAS 患者 1 名であった．そして睡眠が
改善されるなら口腔内装置を使用してみたいという者が 4 名であった．
【考察】
アスリートにとっても睡眠は重要であり，睡眠の質と量の充実がパフォーマンスのみならず，や
る気，集中力，状況判断能力をも向上させ，緊張や疲労の軽減に寄与することは明らかになってい
る．プロのアスリートは遠征などで常に同じ環境で睡眠可能ではないことからも，どのようにして
良質の睡眠を提供する一助になれるかが，歯科医師側の課題の 1 つであると思われる．
アスリートは元々マウスガードなどを使用している場合も多く，口腔内装置に対する抵抗感は少
ないため，ナイトガードを含む口腔内装置を用いた睡眠歯科に関する積極的な診療が有用であると
判断された．今回の結果は，睡眠歯科としての介入や啓発活動となりうる可能性をもっており，睡
眠の向上のみならず，競技能力向上にも繋がるため，チームスポーツには積極的にアンケート調査
をするべきであると考えられた．
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ポスター P-18

精神疾患を伴った閉塞性睡眠時無呼吸症
○青木秀啓
JR 東京総合病院歯科口腔外科

【背景】
睡眠不足は高血圧，肥満，糖尿病，心循環器疾患，精神疾患の 1 つであるうつ病，業務，学業の
効率低下，職業ドライバーによる交通事故，医療関係者による医療事故の要因となる．
この睡眠不足の要因となる睡眠障害がもたらす社会的損失は 10 億円を超えると推定される．
そこで上記の問題の重要性を認識して，その対策について，しっかりと取り組んでいかなければ
ならない．
そのためには，強固な医科歯科の医療連携が必要不可欠である．
今回精神疾患を伴った患者で精神科との医療連携により良好な結果を得たので，考察を添えて報
告する．
【症例】
患者：53 歳，男性
主訴：10 年ほど前，他病院で受けた検査では，無呼吸はないと言われた．
睡眠をとっても眠気があって，肩こりもひどい．
すごい勢いで息を吹き返すので，家族から無呼吸を気づかれ，CPAP を試してみたい．
【考察】
PSG 検査の，OA 装着後と初診時とを比較すると，REM 睡眠，深睡眠（stage3，stage4）は変
化がなく，stage2 が装着後の方がより多い睡眠構築が保たれていた．
無呼吸低呼吸指数（AHI）は圧倒的に低呼吸が有意であった．
装着後は AHI が大幅に改善された．いいかえれば低呼吸指数が改善されたことになる．患者自身，
眠気がまだあり，精神科を受診させることにより，睡眠薬処方により，以前より，良く眠れるよう
になり，口腔内装置は問題なく使用できている．
今回の症例は，閉塞性睡眠時無呼吸症候群に，うつ病という精神疾患が加わった，複合要因によ
るものと考えられる．
今までは，呼吸器内科，循環器内科，耳鼻咽喉科との医療連携を重要と考えていたが，今後さら
に増加するであろう精神疾患を考慮して，精神科との医療連携も重要になるであろうと考える．
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ポスター P-19

多数歯欠損を有する閉塞型睡眠時無呼吸症候群患者への
口腔内装置治療症例の検討
〇長谷部大地，三上俊彦，小林正治
新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学講座組織再建口腔外科学分野

【背景】
現在，軽症および中等度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）患者に対して口腔内装置（OA）
治療が行われている．OA 治療は経鼻的持続陽圧呼吸療法（CPAP）と比べると，効果は劣るが簡
便で違和感も少ないことから，中等症以上でも CPAP 忍容性のない OSAS 患者にも使用されるこ
とがある．OA は歯を固定源にして下顎を前方位にすることで上咽頭腔を拡大するため，多数歯欠
損症例には適応困難となる場合が多い．そこで今回，われわれは多数歯欠損有する OSAS 患者に
OA 治療を試みたため，その概要を報告する．
【症例 1】
初診時 64 歳，男性．主訴はいびきと無呼吸．既往歴：糖尿病
67 右上 34567 左下 567 右下 67

BMI：23.5kg/m2

欠損歯：左上

治療前の AHI：38.6 回 / 時，CT90：0.7% で重度 OSAS の診断．

残存歯が少ないため，義歯を介した OA を製作して治療を開始した．OA 装着時の AHI：24.8 回
/ 時，CT90：0.4% と改善傾向を認めた．現在も経過観察中であるが，咬合・残存歯ともに良好な
状態を維持している．
【症例 2】
初診時 69 歳，男性．主訴は運転中の眠気．既往歴：大腸癌，前立腺癌，頸椎症 BMI：26.6kg/
m2

欠損歯：上顎左右 567

治療前の AHI：27.8 回 / 時，CT90：0.1% で中等度 OSAS の診断．欠

損部に顎堤を付与した OA を製作して治療を行った．OA 装着時の AHI：16.3 回 / 時，CT90：0%
と改善を認めた．治療後，重度歯周炎により左上 4 は抜歯となったが，咬合やその他の残存歯に関
しては良好な状態を維持している．
【考察】
過去の他施設の報告と同様，多数歯欠損症例における OA 治療はある程度の効果が期待できる
ことが推測された．しかし，治療後に咬合や残存歯だけでなく，さまざまな偶発症が出現する可能
性はあるため，患者には定期検診の必要性を十分に理解してもらう必要性がある．
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ポスター P-20

顎変形症患者における手術前後の気道動態の確認
─流体解析における術前の顎移動量の検討について─
○山縣加夏子 1. 2），荻澤翔平 1. 2），中村亮太 1. 2），姫島皓大 2），青木淳也 1）
柳川圭一 1），篠塚啓二 2），佐藤貴子 2），外木守雄 2）
1）日本大学歯学部口腔構造機能学分野口腔外科学
2）日本大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野

【目的】
閉塞性睡眠時無呼吸障害（OSA）に対する治療法の一つとして顎骨移動手術があり，その有効
性が報告されている．しかしその治療予測は経験によるものが多く，移動量の決定は，骨格形態学
的な解析によるものが主体となっている．
本研究は，流体力学的手法を用いて顎外科手術を行った患者の術前後での気道内の気流を評価
し，気道拡大による，手術の効果，有用性，移動距離の相関などを検討し，術前からの的確な効果
予測および術式，移動量の決定を行う検査方法を確立することを目的とする．
【方法】
対象は，2012－2016 年の間に日本大学歯学部付属歯科病院を受診し，顎変形症の診断を受け，
手術を行った 582 例中，上下顎前方移動術（MMA）を施行した患者 24 例のうち，研究の趣旨に
同意を得られ，術前および術後 1 経過時に撮影した気道解析のための CT データから気道モデルを
作成し，流体解析を行なえた 4 例とした．
（日本大学歯学部倫理委員会許可番号：EP16D007）
流体解析には，NUMECA ジャパン社製 FINE/OPEN V5.1® を用いた．また，実際の患者の鼻
腔通気度を日本光電社製

MP3100 を用いて測定し，流量実測値と 3D-CT シミュレーションにお

ける 3 次元的形態分析との比較検討を行った．
【結果】
本法におけるシミュレーション結果と実測値は定性的に一致していた．また，術後のシミュレー
ションにおいて，狭窄部，開大部の解析結果は，実測値とほぼ一致していた．なお，術後 1 年経過
時においても気道は拡大しており，術前の狭窄部位での気流は術後でも整流していた．
【考察】
術後，気道は，有意に拡大しており実測値で静圧の低減を認めた．これにより MMA が長期的
に気道に対して有益な影響を与えているものと示唆された．
また，気道シミュレーションを行う上で，解析結果が実際の事象を再現し，評価できるかが問題
である．今回，流体計測シミュレーションは，定性的に実測値と一致していたことから，その再現
性は良好であると判断できたのは大変意義が大きい．今後この流体解析法を用いて術後気道の静圧
や流速等を総合的に判断して，術式，移動方向と距離の決定に役立てたい．
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ポスター P-21

上下顎前方移動術による上顎骨移動と上気道容積変化の相関性について
─ 3D モデルを用いた解析方法について─
○中村亮太 1），荻澤翔平 1），篠塚啓二 1），姫島晧大 1），大谷紗織 1）
山田剛也 1. 3），佐藤貴子 1），大木秀郎 1. 2），外木守雄 1）
1）日本大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野
2）日本大学歯学部三島歯科医療センター
3）彦根市立病院歯科口腔外科

【目的】
上下顎前方移動術（以下 MMA）は，閉塞性睡眠時無呼吸症（以下 OSA）に対し，気道形態を
変化させ，その症状を改善することが可能である．しかし，顎骨の移動量・移動方向と，気道形態
の変化の関連性については明らかになっていないため，今回，顎顔面骨および上気道領域の 3D モ
デルを作成し，術前後の気道容積および上顎骨移動量を三次元的に計測，統計学的解析を行い検討
した．
【方法】
当院にて顎変形症の診断の下，2013 年 8 月 1 日から 2016 年 6 月 31 日に顎矯正手術を施行した
269 症例のうち，MMA 施行し，且つ上顎骨前方移動を 3mm 以上行い，術前および術後 1 年以降
にプレート除去のため CT 撮影を行い，解析が可能であった 14 症例を抽出した．CT-DICOM デー
タを用い顎顔面骨および上気道 3D モデルを作成し，後鼻棘・A 点の SN 平面に対する水平・垂直
方向への顎骨移動量を計測．後鼻棘～舌骨間で，設定した基準平面毎に上気道を分割し各容積を計
測，上気道の術前後容積拡大率を求め，その相関関係を解析した．
【結果】
上顎骨移動量と上気道容積拡大率は，有意に正の相関性を示していた．
【考察】
今回，上顎骨移動量と容積拡大率に正の相関を認めたことから，上顎骨移動を以て気道容積拡大
を狙う場合，移動量を大きく設定する方が有用である可能性が示唆された．しかし，今回解析した
症例は下顎骨の前方移動を同時に行っているため，今後は下顎骨の移動による影響についても考慮
し，顎骨移動と気道の変化について詳細に検討する．
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ポスター P-22

顎変形症患者の全身麻酔下埋伏智歯抜歯術における
周術期睡眠呼吸状態の評価
小林

泰，定梶

嶺，麩谷圭昭，井手健太郎，大井一浩

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎顔面口腔外科学分野

【目的】
顎矯正手術においては，術後の腫脹や顎骨の移動に伴い気道が変化すため，周術期には厳重な気
道管理が必要である．近年，全身麻酔後のレムリバウンドによる不安定な呼吸の増加が報告されて
いるが，顎変形症患者における影響は十分に分っていない．そこで今回われわれは，顎矯正手術前
に全身麻酔下で智歯抜歯術が行われた患者において，周術期の睡眠呼吸状態を評価したので報告す
る．
【方法】
対象は，全身麻酔下に埋伏智歯抜歯が行われ，術前に終夜睡眠ポリグラフ検査（Full PSG）が施
行された顎変形症患者 10 名（男性 3 名，女性 7 名）とした．手術当日，術後 1，2 日目の夜間に簡
易型睡眠評価装置（ウォッチパッド）を用いて睡眠呼吸状態を評価し解析した．本研究は，当院臨
床研究倫理委員会の承認を得て行った．
【結果】
術 前 の AHI は 平 均 1.14（0−3.9） で， 術 後 の pAHI は 当 日 5.6（0.5−12.5）1 日 目 5.8（1.0−
19.4），2 日目 9.1（0.9−20.9）と，全症例において術後は術前より増加していた．また，2 日目に 3
名で pAHI が最も高値となっていた．最低 SPO2 は術前で 92.6（90−96）であったが，
当日 91.9（90
−94）
，術 1 日目 88.3（73−95），2 日目では 88.9（81−94）に低下しており，1 日目に 2 名で 80％
以下，2 日目には 3 名で 90％以下に低下していた．REM 睡眠割合は術前で 20.1（0−30.1）であっ
たが，当日 19.85（0−40.9），1 日目 27.2（12.2−38.8）
，
2 日目 25.6（8.8−39）と術前に比較して術後 1,
2 日目に増加していた．
【考察】
術後の pAHI，最低 SPO2 はともに術前の Full-PSG 値よりも低下しており，手術当日よりも術
後 2 日目のほうが低下している症例も認められたため，周術期の管理においては手術直後のみなら
ず一定の期間で注意が必要と思われた．
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ポスター P-23

睡眠障害改善の装置としてのタングライトポジショナー（TRP）の
効果について
─ TRP を用いた歯科矯正患者に対しての治療結果の分析より─
クロード ･ モクレール 1），フレデリック ･ ヴァンプル 2），
アブデルマジッド ･ ベラター 3），ヤン ･ サンジョルジュ ･ ショメ 4）
1）矯正歯科クリニック，トロワ，フランス
2）CETOF 理学療法専門学校，ﾄぅール，フランス
3）歯科医師，ロザレ病院，オーベルヴェリエ，フランス
4）タングラボラトリー，パリ，フランス

【目的】
タングライトポジショナー（Tongue Right Positioner，TRP）はフランスの矯正歯科医モクレー
ルによって考案された軟口蓋，咽頭，舌の筋肉ループシステムの機能向上を目的とする装置であ
る．今回，機能異常を有する不正咬合患者に本装置を使用し，結果を分析することにより睡眠障害
改善の装置としての効果を評価した．
【方法】
対象者は，平均年齢 11.3 ± 2.4 歳の矯正歯科来院患者計 37 名であり，これらの患者に TRP を装
着し舌尖の位置を指導した．装着前，平均 16.7 か月± 2.1 の装着後，および装置除去後 7 か月にお
ける側貌セファロによる中咽頭と舌咽頭の測定，鼻の最大吸気流量（NFIP），平行模型を用い臼歯
幅径を測定した．
【結果】
TRP 使用後は舌咽頭と中咽頭の前後径が 12% 増加した．また鼻の最大吸気流量（NFIP）は
37.5%，上顎大臼歯間幅径 3.9% 増加した．これらの様相は除去後 7 か月の評価で安定していた．
【考察および結論】
TRP は可撤式，固定式があるが何れも患者にとっての装着の違和感は少なく協力の得やすい装
置と考えられる．且つ睡眠時の使用でも効果を期待できるので，効果の発現が比較的早い．装着の
結果として，上顎を拡大し，舌尖を拳上させ，且つ，唾液や食物 唾液や食物 を嚥下 するのに適す
る舌機能を教育 に適する舌機能を教育 に適する舌機能を教育 に適する舌機能を教育 に適する舌
機能を教育 に適する舌機能を教育に適する舌機能を教育 する．咽頭の前後径が増加し，鼻腔の通
気度が増大し安定した．これらの要素は良好な睡眠を促進する．TRP は睡眠時呼吸障害をもつ患
者に有効な装置の一つと考えられる．
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ポスター P-24

閉塞性睡眠時無呼吸症の口腔内装置治療に関する多施設調査研究
─ Japanese Multicenter Survey for Oral Appliance Therapy（JAMS）Study ─
日本睡眠歯科学会 多施設研究班
○奥野健太郎 ，古橋明文 3），中村周平 4），鈴木浩司 5），有坂岳大 6）
田賀 仁 7），田村仁孝 8），片平治人 9），古畑 升 10. 11），飯田知里 11）
1. 2）

1） 大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部
2） 大阪歯科大学高齢者歯科学講座
3） 愛知医科大学大学院医学研究科 口腔外科学
4） 東京医科歯科大学快眠歯科（いびき・無呼吸）外来
5） 日本大学松戸歯学部 顎口腔機能治療学講座
6） 太田睡眠科学センター・睡眠外科学センター
7） JR 東京総合病院歯科口腔外科

8） 小松病院歯科口腔外科
9） 片平歯科クリニック
10） 古畑歯科医院古畑いびき睡眠呼吸障害研究所
11） 日本歯科大学附属病院内科，
いびき・睡眠時無呼吸診療センター
12） 飯田歯科医院

【目的】
2004 年に閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）に対する口腔内装置（OA）治療が歯科保険適用となり，
2014 年には日本睡眠歯科学会から，OSA に対する口腔内装置に関する診療ガイドラインが発表さ
れ，現在では多くの病院で OA 治療が行われている．しかしながら，現在国内で使用されている
OA の形態には一体型，分離型などさまざまな種類が使用されており，調整の方法，治療評価が実
施されているか，など治療方法はさまざまである．また，治療対象としている患者層や，治療成績
についても明らかになっていない．そこで日本睡眠歯科学会では多施設研究班を立ち上げ，日本国
内における OSA に対する OA 治療の現状を調査したので報告する．
【方法】
調査対象施設の基準を，歯科を受診する 1 年間の OSA 初診患者数が 50 症例以上とし，その基
準を満たした大学病院歯科 4 施設，総合病院歯科 3 施設，歯科診療所 3 施設，合計 10 施設を対象
に 2014 ～ 2015 年の 2 年間における OSA 初診患者の治療経過について後方視的に調査を行った．
初診時の年齢，性別，肥満度，無呼吸低呼吸指数（AHI）
，OA の形態，再調整の有無，副作用の
有無，治療後の AHI を抽出した．本研究は大阪大学歯学部附属病院倫理委員会にて承認を得て施
行した（H28-E20）．
【結果】
総患者数は 3217 人，OA 治療患者は 2947 人，治療評価を受けた患者は 1600 人であった．年
齢分布は，男女ともに 50 代が最も多かった．重症度分類の内訳は，単純いびき症：2.3%，軽症：
38.5%，中等症：39.9%，重症：19.3%．治療装置の種類は，一体型：91.8%，分離型：7.9%，TRD：
0.3% であった．再調整の実施率は 18.6%，副作用の出現率は 14.7%，OA の再評価率は 54.3% であっ
た．OA 治療により，AHI は 22.4/h から 9.3/h に低下し，AHI 減少率は 52.0% であった．治療後
の AHI<5 割合は 35.6% であった．
【結論】
本調査によって，国内における OA 治療の現状と問題点が明らかとなった．今後は，
本データベー
スを使用して，大学歯科，病院歯科，歯科診療所における患者層の特徴，OA 形態や調整の有無に
よる治療効果の違いについても検討を重ねる予定である．
24

睡眠口腔医学04-1-ポスター1020.indd 24

17/10/19 21:20

睡 眠 口 腔 医 学

Journal of Oral and Sleep Medicine

ポスター P-25

新しく考案した分割型口腔内装置の工夫と作成法
村田和彦 1），山本知由 3），石井

興 2），加納欣徳 3）

1）エムテック
2）市立四日市病院歯科口腔外科
3）あいち小児保健医療総合センター歯科口腔外科

【緒言】
口腔内装置（OA：Oral Appliance）は現在睡眠時無呼吸症（OSA）治療の一つとして用いられ，
診療ガイドラインにも掲載され，歯科医療の中にも広く用いられることとなった．OA の形態は日
本と海外では異なり，日本では上下顎一体型が多く用いられ，海外では分割型が多いとの報告が散
見される．一般的に一体型は顎の位置を前方に固定するため，開咬はしないが顎の位置が 1 カ所に
固定されるため，違和感のある症例が存在する．分割型は顎の位置が自由であるが為に開咬してし
まうことが欠点とされる．現在当ラボでは患者の状態（依頼歯科医師からの要望）に合わせ，分割
型の OA は側方移動可能であるが，開口しない OA を開発し，全部で 3 種類の OA の中から，よ
り快適な睡眠を得て頂けるよう努力している．今回われわれは当ラボにての作成している OA の
特徴と作成法を示すと共に，それら OA に対してのご意見を賜れば幸いである．
【OA の形態】
1：一 体 型：顎の前後，側方への移動は不可．開口はしない．作業時間少ない．
2：分割型Ⅰ：顎の前後調整不可，側方移動可能．開口しない．作業時間中等度．
3：分割型Ⅱ：顎の前後調整可能，側方移動可能．開口しない．作業時間長い．
【まとめ】
完全一体型の OA 不適合の症例でも，分割型へ移行すれば，症例によっては継続的使用も可能
と考える．新しく考案した分割型 OA は幅広く OA の適応に成るのではないかと考える．
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ポスター P-26

睡眠時無呼吸症候群患者における口腔内装置装着前後の顎関節症症状
甲斐貞子
たていし歯科口腔外科クリニック

【目的】
閉閉塞性睡眠時無呼吸症候群（0SAS）患者が上気道を拡大させる目的で口腔内装置を使用する
ニーズが高まっている．下顎前方移動型装置（OA）は簡便な反面，咀嚼筋や顎関節の違和感，歯
の不快感や疼痛，起床時の咬合変化，長期使用の場合の咬合の非可逆的変化などの副作用を考慮し
なければならない．
OSAS 患者の OA 装着後の顎関節症状について検討した．
【方法】
以下の条件を満たした 12 症例について OA 装着前後の顎関節症状について検討した．
・睡眠専門の医療施設で OSAS の診断を受け
・臨床上 OA が有効と判定され
・装着開始後 3 か月以上の経過観察が行えた患者
OA は上下顎一体型を用いた
【結果】
OA 装着前に顎関節や咀嚼筋などに明らかな違和感や痛みを訴えた患者はいなかった．OA 装着
後，起床時の装着除去後の一過性の違和感以外の顎関節症に関する症状の訴えはなかった．12 名
中 5 名では治療前に比べて 3mm 以上の最大開口域の増加が認められた．下顎頭の変形を伴った顎
関節症の既往のある患者において顎関節症の再発はなかった．観察期間中に咬合の変化を訴えた症
例はなかった．
【考察】
今回の調査では 0SAS 患者に対する口腔内装置による治療後，顎関節症状の発症や増悪はなかっ
た．さらに症例を増やし咬合の変化を含めた長期間の検討が必要と思われる．
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ポスター P-27

なぜ口腔周囲筋の筋力トレーニングが睡眠時無呼吸を改善するか？
症例報告
○吉村万由子 1. 2），鈴木浩司 1. 2），岩田好弘 1. 2），江波戸ありさ 1）
浅川龍人 1），安田明弘 1），竹内広樹 1），小見山道 1）
1）日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座
2）日本大学松戸歯学部付属病院いびき外来

【背景】
閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）と口腔周囲筋との関係についていくつか報告がある．演者らも
日常臨床に口腔周囲筋の筋力トレーニング（OMFT）を取り入れている．今回，OMFT により
OSA が改善した症例を通し，OMFT が何を起こしたのか検討した．
【症例】
患者は 77 歳男性（身長 170cm，体重 61kg，BMI21.1kg/m2）
．主訴はいびき音，日中傾眠，起床
時の口渇である．家族にいびき音を指摘され，日中傾眠も深刻であったため，日本大学松戸歯学部
付属病院いびき外来に来院した．
当外来で初診時に簡易睡眠検査を実施した結果，3％ ODI17.3 回 /h, 最低酸素飽和度 80％であっ
た．通法に従い下顎前方位タイプの固定式装置（MAD）を作製した．しかし，MAD 装着後顎関
節や歯に違和感が続いたので，使用を一旦中止とし，筋肉マッサージと口唇閉鎖力（LCF）向上を
目的とした OMFT を治療メニューに追加した．トレーニングは 1 回 5 分を 1 日 4-5 回，毎日励行
とした．2 か月の間，患者は OMFT を意欲的に実施，LCF の向上とともに顎関節痛だけでなく，
起床時の口渇も消失，いびき音も減少した．また治療内容を評価するため，
治療前後で側方頭部エッ
クス線規格写真（セファロ）を撮影し，MP-H の距離を測定した結果，舌骨が 4mm 挙上していた．
再度効果判定のために，OA 装着無しで検査を実施した結果，3％ ODI3.4 回 /h，最低酸素飽和度
88％まで改善していた．
【考察】
演者らは既に，OMFT により LCF が向上し，睡眠の自覚的，他覚的症状だけでなく睡眠の質ま
でもが大きく改善することを報告している．本症例も同様に睡眠呼吸状態が大きく改善していた．
これは OMFT により睡眠時の開口が無くなっただけでなく，セファロ分析の結果舌骨が挙上して
いることを考えると，OMFT が口輪筋だけでなく，その周囲にある舌骨上下筋群にまで作用し，
舌位が安定，上気道閉塞が改善された可能性が示唆される．そして，スムーズな鼻呼吸が獲得され
たのかもしれない．本症例を通し，OMFT の OSA 改善効果の一端が示された．
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Comparison of Polysomnography and Cephalometric Parameters
between Positional and Rapid Eye Movement
Dependent Obstructive Sleep Apneas
Ji-Woon Park，Jung-Hwan Jo，Sung-Hun Kim，Ji-Hee Jang，Jin-Woo Chung
Department of Oral Medicine and Oral Diagnosis, School of Dentistry, Seoul National University, Seoul, Korea

Introduction:
To evaluate the differences in polysomonography and cephalometric parameters according to
the positional and rapid eye movement（REM）dependencies in patients with obstructive sleep
apnea（OSA）.
Methods:
One hundred thirty-three consecutive patients with OSA who visited Department of Oral
Medicine, Seoul National University Dental Hospital were performed nocturnal polysomnography
and cephalometric analyses. The subjects were categorized into positional（supine apneahypopnea index［AHI］> 2 × lateral AHI）and non-positional（supine AHI < 2 × lateral AHI）
OSA patients according to the positional dependency, and REM-related（REM AHI > 2 × nonREM AHI）and not-REM-related（REM AHI < 2 × non-REM AHI）OSA patients according to
the REM dependency.
Results:
Non-positional and not-REM-related OSA patients showed significantly higher overall AHI,
non-supine AHI, and NREM AHI and lower mean SpO2, and NREM SpO2 than positional and
REM-related OSA patients, respectively. Non-positional patients showed significantly higher
body mass index than positional patients. Not-REM-related patients were significantly older
than REM-related patients. There were no significant differences in cephalometric parameters
between positional and non-positional patients. However, not-REM-related patients showed
significantly smaller inferior oral airway space and higher distances between anterior hyoid bone
and mandibular plane, between posterior nasal spine and tip of uvula, and maximum width of
soft palate than REM-related patients.
Conclusion:
Our study suggests that non-positional and not-REM-related OSA patients have more
collapsible airway patency than positional and REM-related OSA patients, respectively, and
anatomical factors can affect REM dependency more than positional dependency on the severity
of OSA.
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