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Abstract:Weretrospectivelyanalyzedtheresultsofuvulopalatoplasty(UPPHn19patients,ofwhomfourhad

mildOSAS,fivehadmoderateOSAS.andtenhadsevereOSAS.Preoperativepolysomnographyandlateral

cephalogramswerecomparedwiththoserecordedthreemonthspostoperativelyJnthepresentstudy,thecriteria

forbeingclassi五edasaresponderwasapostoperative√apneahypopneaindex(AHI)<20withatleasta50%

reductionofpreoperativeAHI.OverallsuccessrateofUPPwas47%butroseto67%ifpatientswithsevereOSAS

wereexcluded.ThemeanvaluesofpreoperativeAHI,bodymassindex,facialaxis,distancefrompalatalplaneto

hyoidandpostoperativelengthofso氏palateinninerespondersweresmallerthanthosein10non-respondersand

themeanvaluesofpreoperativelowestSpO2 and lengthofsoftpalateinresponderswerelargerthanthosein

non･responders.TheseresultssuggestthatUPPisareliabletreatmentfornonobesepatientswithmildor

moderateOSAS,whohavebeenfoundtohavethesiteofobstructionlocatedattheoropharynx.

抄銀 :当科において口蓋垂軟口蓋形成術 (UPP)を施行 した閉塞型睡眠時無呼吸症候群 (OSAS)19症例についてそ

の治療効果を検討 したO対象患者の重症度は,AHIが20未満の軽症が 4名,20から40の中等症が 5名,40以上の重症

が10名であったo

治療の効果の評価には,術前 と術後 3か月時の終夜睡眠ポリソムノグラフイー (PSG)ならびに側方頭部Ⅹ線規格
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写真を用いた｡本研究では,術後3か月時のAHIが20未満で術前の値の50%以下に達したものをUPPが有効であった

と判定した｡その結果,OSASに対するUPPの有効率は,47%であったが,重症例を除くと67%に有効であった｡有

効群 (9例)では無効群 (10例)に比較して,術前のBMI,AHI,PPH,Facialaxisおよび術後の軟口蓋長の値が小

さく,術前の軟口蓋長とlowestSp02の値が大きい傾向を示していた｡以上より,本術式は,閉塞が中咽頭腔に限局

する軽症から中等症の比較的肥満度の低い患者に適した治療法である｡

緒 看

閉塞型睡眠時無呼吸症候群 (Obstructivesleepapnea

syndrome:OSAS)とは,睡眠時に上気道が狭窄または

閉塞することに伴い換気障害を認める疾患である｡ 本疾

患では,無呼吸発作に伴い高度の低酸素血症と睡眠から

の覚醒を繰 り返すため,日中の過度の眠気や起床時の頭

痛 ･熟眠感の喪失が認められ,高血圧症や虚血性心疾患,

脳血管疾患の危険因子として重要であることが指摘され

ている1)｡また,本疾患の有病率は成人男性の 1%から

16%,成人女性の1%から5%で,高齢者ではさらに高

くなると報告されている2)｡その治療には,減量や薬物

療法3),口腔内装具 (oralappliance:OA)4),経鼻的持

続陽圧呼吸 (nasalcontinuouspositiveairwaypressure:

nasalCPAP)3)などの保存的療法ならびに口蓋垂軟口蓋

咽頭形成術 (uvulopalatopharyngoplasty:UPPP)5･6'や

レーザーを用いた口蓋垂軟口蓋形成術 (laserassisted

uvulopalatoplasty:LAUP)7･8),舌根正中部切除術9),舌

骨挙上術 6),上下顎骨前方移動術 6)などの外科的療法な

ど,種々の治療法が用いられている｡

UPPPは,1981年にFujitaら5)によってOSASに対す

る手術法として発表され,現在広 く施行されている｡ 当

科でも,OSASの患者に対 してFujitaらの方法に準 じた

軟口蓋ならびに口蓋垂の切除を行っているが,原則とし

て口蓋扇桃の摘出や咽頭後壁粘膜の切除を行っていな

い｡したがって,手術の内容をより正確に表現するため

には,侵襲を加える部位を示すのがよい10)との考えから,

われわれの施行 している術式名を口蓋垂軟口蓋形成術

(uvulopalatoplasty:UPP)とした｡今回は,当科において

UPPを施行した症例についてその治療効果を検討した｡

対象および方法

1994年 1月より1998年4月までに新潟大学歯学部附属

病院においてUPPを施行したOSAS患者19名 (男性18名,

女性 1名)を対象とした｡UPPは,終夜睡眠ポリソムノ

グラフイー (PSG)の結果から単位時間あたりの無呼吸

ならびに低換気の回数を表す無呼吸低換気指数 (apnea

hypopneaindex;AHI)が 5以上を示したOSAS患者のう

ち,側方頭部Ⅹ線規格写真において軟口蓋の過長を認め,

口蓋扇桃の肥大を認めない症例に施行した｡手術時年齢

は平均51歳 (35歳～66歳)であった｡また,bodymass

index(BMI)は,平均25.1kg/m2(19.3-33.0kg/m2)

で,肥満傾向を示していた｡

手術は,1981年にFujitaらによって報告されたUPPP

の方法5)に準じて行ったが,原則として口蓋扇桃の摘出

ならびに咽頭後壁粘膜の切除は行わなかった｡術後に鼻

咽腔閉鎖機能不全を併発 しないように,軟口蓋部前方創

縁と口蓋垂先端までの距離が術前の側方頭部Ⅹ線規格写

真における軟口蓋長と後鼻麻から咽頭後壁間での距離の

差 (軟口蓋過剰量)の2倍よりやや少ない距離となるよ

うに左右の軟口蓋粘膜に弓状に粘膜切開を加え,後口蓋

弓に沿った切開線と連続させ,切開線によって囲まれる

口腔側粘膜と粘膜下組織を切除した｡後口蓋弓粘膜を折

写真1. 口蓋垂軟口蓋形成術 (Upp)の術式

a.切開:軟口蓋部前方創縁と口蓋垂先端までの距離 (a)が

軟口蓋過剰量の2倍よりやや少ない距離となるよう

に左右の軟口蓋粘膜に弓状に粘膜切開を加え,後口

蓋弓に沿った切開線と連続させ,切開線によって

囲まれる口腔側粘膜と粘膜下組織を切除した｡

b.縫合 :後口蓋弓粘膜を折り返して前方創縁と縫合し,さ

らに口蓋垂の過剰な部分を切除して縫合した｡
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り返して前方創縁 と縫合 し,さらに口蓋垂の過剰な部分

を切除して縫合した (写真 1)O

S N AN5A UBFog∩
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図1. 側方頭部Ⅹ線写真分析項目

軟口蓋長 (PNSから口蓋垂 (U)までの距離)

PAS-PP(PNSから咽頭後壁 までの距離)

軟口蓋過剰量 (軟口蓋長とPAS-PPの差)

PAS(B点とGonionを結んだ直線上における舌と咽頭後壁

までの距離)

MPH(舌骨から下顎下縁平面までの距離)

PPH(舌骨からA点とPNSを結んだ直線までの距離)

TTJTB (舌と下顎骨外形線との交点とUlとの距離)

SNA(S-N平面とN-A平面のなす角)

SNB(S-N平面とN-B平面のなす角)

Facialaxis(Ba-N平面とpt-Gn平面のなす角)

Gonialangle(下顎下縁平面と下顎後縁平面のなす角)

治療の効果を評価するために,術前と術後3か月時にPSG

ならびに側方頭部Ⅹ線規格写真分析 (図 1)を施行 した｡

PSGの測定には,SLEEPTRACE2000(International

Biomedicallnc,USA)を使用 し,術後 3か月時のAHI

が20未満で術前の借の50%以下に遺 したものをUPPが有

効であったと判定 した｡また,治療の成否に影響を及ぼ

す因子を解明するために,有効群 と無効群における年齢,

BMI,術前および術後のAHI,最低動脈血酸素飽和度

(lowestSpO2),側方頭部Ⅹ線規格写真分析データにつ

いて平均値の差の検定 (Stude正st-test)ならびに散布

図を用いて検討 した｡

結 果

術前PSGの結果か ら,対象患者の重症度は,AHIが 5

以上20未満の軽症が4名,20から40の中等症が 5名,40

術後AHI
ミ 0

0

0 0♂ 00

20 40 60 80

術前AHI
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図2. 治療の成否の判定

● :有効 (術後AHI<術前AHユの50%,かつ術後AHI<20)
○:無効 (術後AHI≧術前AHIの50%,または術後AHI≧20)

表 1. 有効群と無効群の比較表 1. 有効群と無効群の比較

有効群(9名) 無効群(lo宅)

年齢 50,8 ± 10.7 50.4 士 6.4

BMI 24.2 ± 2.7 26.1 士 3.3

術前 AHI 29.4 ± 15.0 46.7 ± 19.8

術前lowestSpO2 76.7 ± 10,2 52.3 ± 24.9*

SNA 81.3 ± 4.6 g1.0 ± 2.2

SNB 74.7 ± 4.3 75.7 ± 3.4

Facialaxis 77.8 ± 4.2 81.4 ± 3.9

Gonialangle 119.8 ± 9.8 118,9 ± 8.9

FAS-PP 23.7 ± 7.1 22.4 ± 5.7

軟口蓋長 術前 51.2 ± 6.3 48.6 ± 5_8

術後 28.4 ± 2.8 30.2 ± 4.0

軟口蓋過剰量 術前 27.5 ± 3.0 26.1 ± 23

術後 1.9 ± 5,4 3.8 ± 4.1

pAS 術前 10.9 ± 3.4 11.7 ± 4.8

術後 10.1 ± 3.8 10.3 ± 6.4

MPH 術前 20.2 ± 4.1 19.6 ± 8.2

術後 20.8 ± 3.7 21.6 ± 5.8

ppH 術前 79.9 ± 7.4 84,5 ± 7.8

術後 80.5 ± 7.2 83.6 ± 9.8

TT-TB 術前 81.4 ± 6.0 83.2 ± 4.4

術後 83.2 ± 5.8 83.8 ± 5.0

*:p<0.05 平均値 ± SD

以上の重症が10名であったO治療の成否の判定結果は,

UPPによる治療が有効であったと判定された症例が軽症

で4例中3例75%,中等症で 5例中3例60%,重度で10

例中 3例30%,全体で19例中 9例47%であった (図2)0

有効群 (9例)と無効群 (10例)間に,統計的に有意差

を認めた分析項 目は術前lowestSp02のみで,有効症例

では無効症例よりも高い値を示していた (衆目 ｡
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図3. 術前AHIと各因子間の散布図

● :有効

また,統計的に有意差は認めなかったものの,有効群で

は無効群に比較して,術前のBMI,AHI,PPH,Facial

axisの債が小さく,軟口蓋長の値が大 きい傾向を示し,

術後の軟口蓋長は小さい値を示していたQ

術前AHIとBMIは,正の相関関係を認め,肥満度が高い

ほどOSASの重症度が高い傾向を示し,BMIが27kg/m2

以上の症例では5例中 1例 しかUPPの効果を認めなかっ

た (図3-a)｡ 術前AHIとlowestSp02との間には,負の

相関関係を認め,OSASの重症度が高く,特にlowestSp02

が60以下のdesaturationの強い7例ではUPPの治療効果

が認められなかった (図3-b)O術前AHIと軟口蓋長 と

の間には,相関関係を認めなかったが,軟口蓋長があま

り長 くない症例ではUf'Pが効果的でなかった (図 3-C)｡

術前AHIとPPHの間に相関関係が認められ,舌骨の位置

が下方であるほどOSASの重症度が高 くなっていたが,

UPPの治療効果との関係は明らかではなかった(図3-d)o

治療効果があったと判定された症例のうち,術後 1年

以上経過した時点でAHIが20以上を示 し,再発傾向を里

した症例が4例認められた｡これらの症例では,舌根が

より後方位をとるようになったために同部における狭窄

が進行し,症状が悪化したものと考えられた (写真 2)0

このような再発症例や治療効果が不十分であった症例で

は,さらに口腔内装具やnasalCPAPを用いた保存的治

jo'!メ 育1】●to
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○:無効

療を行った｡また,術後に進行性核上性麻痔を併発した

1例において,発音障害と鼻咽腔閉鎖機能不全が残存し

た｡

考 察

OSASは,AHIが 5以上と一般的に定義されている111

が,AHIが20以上のOSAS患者では,20未満の患者に比

較して死亡率が 5倍であるとの報告12)や,血中酸素飽和

度が72%以下に下がると不整脈の危険率が上昇するとの

報告13号があることから,OSASの治療 目標は症状の除去

とともにAHIを20未満に減少させ,最低血中酸素飽和度

を改善させることであるo

UPPPは,いびきやOSASの有効な治療法としてFujita

ら5)により報告されて以来,広 く行われている｡しかし,

OSASに対するUPPPの有効率は,多 くの報告1 1 ･ 1 4 ･ 1 5･16)が

約50%であり,重症例では有効率が低下するとされてい

る｡ われわれも,-投的に受け入れられている効果判定

基準111に準じて,術後 3か月時にPSGを施行 し,AHIが

20未満で術前の倍の50%以下に適 したものをUPPが有効

であったと判定したところ,有効率は47%であったが,

重症例を除くと67%に有効であった｡今回の検討では,

術後 3か月の時点で効果を認めても,その後に舌根部が
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写真2. 再発症例の側方頭部Ⅹ線規格写真

a.術前 b.術後3か月 C. 術後4年

本症例において,軟口蓋長は術後に22mmほど短縮し,その後ほとんど変化していなかったが,舌根部にお

ける気道の狭窄が認められた｡AHIは,術前の45.4から術後3ケ月時には2.8まで減少したが,術後2年時で

10.4,術後4年時には33.4まで上昇していた｡

より後方位をとるようになったため舌根部における狭窄

が進行 して症状が悪化 した症例も認められたことから,

長期的な経過観察も必要であると思われた｡また,本術

式は中咽頭腔を拡張するため,閉塞が同部に限局する軽

症から中等症の比較的肥満度の低い患者に適した治療法

であり,重症の患者や舌根部が閉塞している患者には必

ずしも適応とはいえない17)｡一方,近年いびきやOSAS

の治療として行われるようになったLAUPは,UPPPと

同様に中咽頭腔を拡張する手術法であるが,局所麻酔下

に手術が可能であり,患者の負担も少ない｡また,症例

によっては,UPPPと同等の効果が期待できるとされて

いる7)｡われわれも,最近では単純いびき症から軽症の

osASで軟口蓋の過長を認める症例ではLAUPを施行し

ており,相対的にUPPの適応症例は少なくなったと考え

ている｡

舌根部の狭窄を認める症例では,口腔内装具4),舌形

成術 9),舌骨挙上術 6),上下顎骨移動術 6)などが効果が

あると報告されている｡ われわれも,このような患者に

対 してHerbst装置を用いた上下分離型の口腔内装具を

装着し,その治療効果を報告している4)｡また,上下顎

骨の外科的前方移動術を施行し,効果を認めた症例も経

験している｡ しかし,これらの治療法も重症の患者や肥

満度の高い患者には十分な効果が認められていない18)｡

重症の患者や肥満度の高い患者に対する治療としては,

nasalCPAPが最も有効である3)が,あくまで対症療法

であり,根治的治療ではない｡したがって,患者は半永

久的に治療の継続を要求されることや使用時の不快感な

どから長期治療のコンプライアンスの問題が指摘されて

いる3)｡また,nasalCPAPは,1998年よりAHIが20以

上の患者に対して医科において保険の適応が認められた

ものの,現時点で歯科では認められていないことから,
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医科の専門医にその管理を依頼しなければならない｡

以上より,本疾患に対する治療の効果をより高くする

ためには,咽頭を形成する軟部組織や顎骨形態,肥満度,

重症度などさまざまな要素について検討し,各治療法の

適応症例を厳密に選択すべきであると考える｡ また,咽

頭腔の狭窄原因は単独であることは少なく,むしろ複数

の原因が併存してOSASを増強させていることが多いこ

とから,複数の治療法を組み合わせることも考慮すべき

と考える｡

結 童五
Rlコ

OSASに対するUPPの有効率は,47%であった｡本術

式は,閉塞が中咽頭腔に限局する軽症から中等症の比較

的肥満度の低い患者に通した治療法である｡ 本疾患に対

する治療の改善率をより高くするためには,各治療法の

適応症例を厳密に選択するとともに,複数の治療法を組

み合わせることも考慮すべきと考える｡
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