
虎の門病院睡眠呼吸器科医長
富　田　康　弘

（聞き手　池脇克則）

　睡眠時無呼吸症候群の診断と治療のアップデートについてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　睡眠時無呼吸症候群にCPAP療法を使用中の患者さんは２カ月に１度は医師
の診察を受けることが医療保険上必要です。
　「CPAP使用患者の50％以上は20～59歳の就業年齢層であり、遠隔モニタリ
ングを利用してアドヒアランスを落とさずに受診間隔を延ばすことは社会にと
っても有益と考えられます」とあります。
　CPAP治療機器を有するクラウドシステムとはどのようなものでしょうか。
このシステムに体重、血圧などの生活習慣の管理に重要な要素を組み込むとは、
どういうことでしょうか。情報を集めるだけで医療は成立するのでしょうか。
個人の便利さ追求をどこまで皆保険で認めるのでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療のアップデート

　池脇　睡眠時無呼吸症候群（SAS）
といいますと、よく知られている事実
として、高血圧、あるいは突然死、脳
卒中のリスクを２～３倍にする、また
昼間眠たくなって交通事故のリスクが
2.5倍になるということで、社会にとっ
て大きな問題だと思うのですが、実際、
SASの患者さんは増えていますか。
　富田　SASのゴールドスタンダード

の治療はCPAP療法という鼻にマスク
をつける治療ですが、これを使ってい
る方が今だいたい日本で50万～60万人
近いということで、年々増えていると
いわれています。実際、肥満の方が増
えているのが一番の背景だと思います
が、地域の先生方が皆さん、SASのこ
とをよく認識して、検査、診断から治
療に結びつく方が増えているのかなと

ドクターサロン64巻10月号（9 . 2020） （769）  1

2010_HONBUN.indd   1 2020/09/11   9:38



査で無呼吸の重症度であるAHIという
数値、つまり１時間当たりの無呼吸、
低呼吸イベントの回数が20回を超えて
いる場合です。おそらくその重症度が
ありそうな方、あるいは無呼吸以外の
問題を抱えている可能性がある方にも、
睡眠ポリグラフ検査は適応になります。
　ただ、簡易検査でかなり軽症か、あ
るいは無呼吸がなさそうに思えても、
症状の強い方はぜひ入院検査も検討し
ていただいたほうがいいかと思ってい
ます。というのも、やせ型の方では
SpO2があまり下がらないような無呼
吸の方がいまして、SpO2のセンサー
が主軸になっている簡易検査ですと検
出できない場合があります。やはり疑
わしい方は専門の施設にご紹介いただ
くのがいいと思います。
　池脇　ポリソムノグラフィは基本的
には１泊入院の検査ですね。
　富田　はい。脳波計をつけて睡眠の
状態を見るのが在宅検査との大きな違
いです。在宅検査は、簡易睡眠検査と
いう言い方をする場合もありますが、
実際はSpO2と鼻の気流を見ているだ
けなので、厳密には睡眠の状態を見て
いるわけではありません。１泊してい
ただいて、検査技師が監視するところ
もあれば、監視しないところもありま
すが、きちんと脳波の記録から睡眠の
状態を見る検査が入院での睡眠ポリグ
ラフ検査です。
　池脇　血圧を測ったりするのも診察

室と自宅だと違うと言いますよね。そ
ういう病院の施設の中で「調べます」
といっても、その方の日常の呼吸状態
は、再現されると考えてよいのですか。
　富田　寝ているベッドももちろん違
いますが、一番違うのはお酒です。お
酒をお飲みになる方は、お酒が無呼吸
を悪くしたり、いびきをかきやすくし
たりすることがよくあります。実際、
入院検査でお酒を許可しているところ
もあるかと思うのですが、原則、お酒
をお飲みにならないので、在宅検査の
ほうが普段に近い。そういった意味で
は入院検査が普段の状態を検出してい
ないということも、先生のご指摘のと
おりあるかと思います。
　池脇　なかなか自宅を再現するのは
難しいですね。
　富田　そうですね。
　池脇　その検査をやって、いわゆる
ゴールドスタンダード治療のCPAPの
適応になる方はいらっしゃるのですね。
　富田　そうですね。
　池脇　これはどういう条件なのでし
ょうか。
　富田　先ほど睡眠ポリグラフ検査だ
と無呼吸の重症度が１時間当たりAHI 
20回以上と申し上げました。もう一つ
は簡易検査だけでも、より重症かつ典
型的な無呼吸であることが確実な、そ
の指数が40回以上の方は、CPAP療法
の適応となります。時に簡易検査だけ
をお持ちのクリニックで、AHIが40回

思っています。
　池脇　その点に関しては、確かに肥
満も増えていますので、患者さんの人
口も増えているけれども、SASを皆さ
んが認識するようになった。患者さん
もでしょうか。
　富田　そうですね。
　池脇　例えば、先生のところに来る
のは、患者さん自身がちょっと怪しい
と思って来られている方が多いのか、
あるいはかかりつけ医を通じて来られ
るのが多いのでしょうか。
　富田　ベッドパートナーの方からい
びきを指摘されるというパターン、あ
るいはご自身が強い眠気を感じて、あ
るいは居眠りなどを指摘されてという
パターンもあります。最近だと、いび
きを録音するアプリとか、そういった
ものを利用されて、「こんないびきで
した」とお持ちになる方もいらっしゃ
います。
　池脇　むしろ患者さん自身がSASで
はないかと受診されるのが主流と考え
てよいですか。
　富田　そうですね。もう一つは、最
初先生がおっしゃった高血圧とか脳卒
中、そういった合併症からスクリーニ
ング検査に至り、紹介を受けていらっ
しゃる方も増えている印象です。そう
いった方はあまりご自身で眠気を自覚
していないことも多いのですが、実は
治療すると眠気がよくなって、今まで
眠かったことに気づく方も少なくない

ですね。
　池脇　診断に関しては、まず簡易的
な検査をやって、その後、きちんとし
た検査と聞いていますが、どう進めて
いくのでしょうか。
　富田　まず簡易的な検査は在宅睡眠
検査という言い方もしますが、基本的
にはご自宅でやっていただく検査です。
そしてその後の精密検査は睡眠ポリグ
ラフ検査といいますが、通常は入院し
ていただく検査になっています。簡易
的な検査は、器械をお持ち帰りいただ
くか、郵送でお送りするようなシステ
ムを備えているところもありますが、
患者さんがご自身でセンサーを装着し
て１晩記録を取ります。翌日返却する
とか、２晩の記録を取って返却すると
か、そういったものです。
　池脇　そのデバイスも、当初使われ
ていたアプノモニターといわれている
もの以外にも何か新しいもの、ウォッ
チパットというツールがあったように
思いますが。
　富田　脈波を検出することで、実際
には鼻の気流をとらえることなく呼吸
を検出することができる仕組みがあり
ます。
　池脇　その結果を見て、もれなくポ
リソムノグラフィにいくのか、あるい
はある条件の方が精密検査にいくので
すか。
　富田　実際、CPAP療法を行うため
にはポリソムノグラフィ検査、PSG検
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査で無呼吸の重症度であるAHIという
数値、つまり１時間当たりの無呼吸、
低呼吸イベントの回数が20回を超えて
いる場合です。おそらくその重症度が
ありそうな方、あるいは無呼吸以外の
問題を抱えている可能性がある方にも、
睡眠ポリグラフ検査は適応になります。
　ただ、簡易検査でかなり軽症か、あ
るいは無呼吸がなさそうに思えても、
症状の強い方はぜひ入院検査も検討し
ていただいたほうがいいかと思ってい
ます。というのも、やせ型の方では
SpO2があまり下がらないような無呼
吸の方がいまして、SpO2のセンサー
が主軸になっている簡易検査ですと検
出できない場合があります。やはり疑
わしい方は専門の施設にご紹介いただ
くのがいいと思います。
　池脇　ポリソムノグラフィは基本的
には１泊入院の検査ですね。
　富田　はい。脳波計をつけて睡眠の
状態を見るのが在宅検査との大きな違
いです。在宅検査は、簡易睡眠検査と
いう言い方をする場合もありますが、
実際はSpO2と鼻の気流を見ているだ
けなので、厳密には睡眠の状態を見て
いるわけではありません。１泊してい
ただいて、検査技師が監視するところ
もあれば、監視しないところもありま
すが、きちんと脳波の記録から睡眠の
状態を見る検査が入院での睡眠ポリグ
ラフ検査です。
　池脇　血圧を測ったりするのも診察

室と自宅だと違うと言いますよね。そ
ういう病院の施設の中で「調べます」
といっても、その方の日常の呼吸状態
は、再現されると考えてよいのですか。
　富田　寝ているベッドももちろん違
いますが、一番違うのはお酒です。お
酒をお飲みになる方は、お酒が無呼吸
を悪くしたり、いびきをかきやすくし
たりすることがよくあります。実際、
入院検査でお酒を許可しているところ
もあるかと思うのですが、原則、お酒
をお飲みにならないので、在宅検査の
ほうが普段に近い。そういった意味で
は入院検査が普段の状態を検出してい
ないということも、先生のご指摘のと
おりあるかと思います。
　池脇　なかなか自宅を再現するのは
難しいですね。
　富田　そうですね。
　池脇　その検査をやって、いわゆる
ゴールドスタンダード治療のCPAPの
適応になる方はいらっしゃるのですね。
　富田　そうですね。
　池脇　これはどういう条件なのでし
ょうか。
　富田　先ほど睡眠ポリグラフ検査だ
と無呼吸の重症度が１時間当たりAHI 
20回以上と申し上げました。もう一つ
は簡易検査だけでも、より重症かつ典
型的な無呼吸であることが確実な、そ
の指数が40回以上の方は、CPAP療法
の適応となります。時に簡易検査だけ
をお持ちのクリニックで、AHIが40回

思っています。
　池脇　その点に関しては、確かに肥
満も増えていますので、患者さんの人
口も増えているけれども、SASを皆さ
んが認識するようになった。患者さん
もでしょうか。
　富田　そうですね。
　池脇　例えば、先生のところに来る
のは、患者さん自身がちょっと怪しい
と思って来られている方が多いのか、
あるいはかかりつけ医を通じて来られ
るのが多いのでしょうか。
　富田　ベッドパートナーの方からい
びきを指摘されるというパターン、あ
るいはご自身が強い眠気を感じて、あ
るいは居眠りなどを指摘されてという
パターンもあります。最近だと、いび
きを録音するアプリとか、そういった
ものを利用されて、「こんないびきで
した」とお持ちになる方もいらっしゃ
います。
　池脇　むしろ患者さん自身がSASで
はないかと受診されるのが主流と考え
てよいですか。
　富田　そうですね。もう一つは、最
初先生がおっしゃった高血圧とか脳卒
中、そういった合併症からスクリーニ
ング検査に至り、紹介を受けていらっ
しゃる方も増えている印象です。そう
いった方はあまりご自身で眠気を自覚
していないことも多いのですが、実は
治療すると眠気がよくなって、今まで
眠かったことに気づく方も少なくない

ですね。
　池脇　診断に関しては、まず簡易的
な検査をやって、その後、きちんとし
た検査と聞いていますが、どう進めて
いくのでしょうか。
　富田　まず簡易的な検査は在宅睡眠
検査という言い方もしますが、基本的
にはご自宅でやっていただく検査です。
そしてその後の精密検査は睡眠ポリグ
ラフ検査といいますが、通常は入院し
ていただく検査になっています。簡易
的な検査は、器械をお持ち帰りいただ
くか、郵送でお送りするようなシステ
ムを備えているところもありますが、
患者さんがご自身でセンサーを装着し
て１晩記録を取ります。翌日返却する
とか、２晩の記録を取って返却すると
か、そういったものです。
　池脇　そのデバイスも、当初使われ
ていたアプノモニターといわれている
もの以外にも何か新しいもの、ウォッ
チパットというツールがあったように
思いますが。
　富田　脈波を検出することで、実際
には鼻の気流をとらえることなく呼吸
を検出することができる仕組みがあり
ます。
　池脇　その結果を見て、もれなくポ
リソムノグラフィにいくのか、あるい
はある条件の方が精密検査にいくので
すか。
　富田　実際、CPAP療法を行うため
にはポリソムノグラフィ検査、PSG検
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　富田　主に耳鼻科の先生がかかわる
ところになりますが、upper air way 
stim ulationといって、上気道を広げる
ための神経刺激をする治療があります。
主に舌下神経を刺激するデバイスを植
え込むという多少侵襲的な治療なので
すが、CPAPができない方を対象に、
今後、日本でも行われると期待されて
いるものです。
　池脇　CPAPの治療機器にクラウド
システムを導入したとのことですね。
これはどういう意図なのでしょうか。
　富田　2018年から保険の適用にもな

った遠隔モニタリング加算というのが
あります。CPAPのデータが随時クラ
ウドシステムに送信されて、それを許
可していただいた医療機関で観察し、
それに対して指導をします。CPAPの
方は毎月外来を受診していただくので
すが、それを２カ月、３カ月と延長し
ますとアドヒアランスが悪くなるので
す。それを受診しない月に遠隔モニタ
リングでデータを見ることでアドヒア
ランスが維持できる、そういった報告
があります。
　池脇　ありがとうございました。

を超えていないと、「治療対象ではな
いので経過観察です」とされてしまう
方がいらっしゃいますが、簡易検査で
非常に重症な方は導入できます。それ
だけではなく、きちんと入院検査がで
きる施設とも連携して、睡眠ポリグラ
フ検査で睡眠の状態も見て、きちんと
診断をした上で治療に結びつけること
が大事かと思っています。
　池脇　CPAPが登場してどのくらい
ですか。
　富田　30年ぐらいですかね。
　池脇　以前は大きな機械だったのが、
今は持ち運びもできるとか、そういう
面で機械の進歩はあるのでしょうか。
　富田　最初はものすごく大きな、そ
れこそ最初にサリバン先生が開発され
たCPAPは本当に大きなものだったの
ですが、今では持ち運べるようなCPAP
もあります。小さくなると少し音が大
きくなる傾向はあるのですが、そこも
技術革新の結果なのか、音が小さい設
計のCPAPも出てきています。昔CPAP
治療を続けられなかった方が「またや
ってみよう」というのでやってみると、
「これなら続けられます」という方も
いらっしゃいます。
　池脇　CPAPの短期的あるいは長期
的なメリットがあると思うのですが、
血圧などはよく下がりますよね。
　富田　そうですね。効果は人それぞ
れではありますが、長くCPAPを装着
できる方はかなり効果が高いといわれ

ていますので、CPAPの使用時間にも
注目して血圧管理をされるとよいかと
思います。
　池脇　そういう精密検査をして、
CPAPの適応ではない、いわゆる軽症
のSAS患者さんでしょうか、こういう
方にはどういう治療をされているので
しょうか。
　富田　軽症であっても眠気が強い方
もいらっしゃいますし、実際、高血圧
にも関係しているという報告もありま
す。こうした方には日本で保険適用と
なっているもう一つの治療であるマウ
スピースを使った治療が有効だと思い
ます。睡眠歯科を行っている医師のと
ころにご紹介いただいて、マウスピー
スを作ることになります。
　池脇　SASの治療で外科治療もある
ようです。これはどういう患者さんな
のでしょうか。例えば、解剖学的に中
隔が湾曲しているとか、そういう特殊
な状況の方への治療なのでしょうか。
　富田　そうですね。いわゆる耳鼻科
医がされるsleep surgeryという分野が
ありますが、睡眠時無呼吸自体が原因
を一つに絞れない。鼻だけの問題では
ないし、顎の骨格の問題だとか、複雑
に組み合わさっています。鼻の治療だ
けというわけにはなかなかいかないの
ですが、有効な方も中にはいらっしゃ
います。
　池脇　その領域で今新しい治療を開
発中と聞きましたが。
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　富田　主に耳鼻科の先生がかかわる
ところになりますが、upper air way 
stim ulationといって、上気道を広げる
ための神経刺激をする治療があります。
主に舌下神経を刺激するデバイスを植
え込むという多少侵襲的な治療なので
すが、CPAPができない方を対象に、
今後、日本でも行われると期待されて
いるものです。
　池脇　CPAPの治療機器にクラウド
システムを導入したとのことですね。
これはどういう意図なのでしょうか。
　富田　2018年から保険の適用にもな

った遠隔モニタリング加算というのが
あります。CPAPのデータが随時クラ
ウドシステムに送信されて、それを許
可していただいた医療機関で観察し、
それに対して指導をします。CPAPの
方は毎月外来を受診していただくので
すが、それを２カ月、３カ月と延長し
ますとアドヒアランスが悪くなるので
す。それを受診しない月に遠隔モニタ
リングでデータを見ることでアドヒア
ランスが維持できる、そういった報告
があります。
　池脇　ありがとうございました。

を超えていないと、「治療対象ではな
いので経過観察です」とされてしまう
方がいらっしゃいますが、簡易検査で
非常に重症な方は導入できます。それ
だけではなく、きちんと入院検査がで
きる施設とも連携して、睡眠ポリグラ
フ検査で睡眠の状態も見て、きちんと
診断をした上で治療に結びつけること
が大事かと思っています。
　池脇　CPAPが登場してどのくらい
ですか。
　富田　30年ぐらいですかね。
　池脇　以前は大きな機械だったのが、
今は持ち運びもできるとか、そういう
面で機械の進歩はあるのでしょうか。
　富田　最初はものすごく大きな、そ
れこそ最初にサリバン先生が開発され
たCPAPは本当に大きなものだったの
ですが、今では持ち運べるようなCPAP
もあります。小さくなると少し音が大
きくなる傾向はあるのですが、そこも
技術革新の結果なのか、音が小さい設
計のCPAPも出てきています。昔CPAP
治療を続けられなかった方が「またや
ってみよう」というのでやってみると、
「これなら続けられます」という方も
いらっしゃいます。
　池脇　CPAPの短期的あるいは長期
的なメリットがあると思うのですが、
血圧などはよく下がりますよね。
　富田　そうですね。効果は人それぞ
れではありますが、長くCPAPを装着
できる方はかなり効果が高いといわれ

ていますので、CPAPの使用時間にも
注目して血圧管理をされるとよいかと
思います。
　池脇　そういう精密検査をして、
CPAPの適応ではない、いわゆる軽症
のSAS患者さんでしょうか、こういう
方にはどういう治療をされているので
しょうか。
　富田　軽症であっても眠気が強い方
もいらっしゃいますし、実際、高血圧
にも関係しているという報告もありま
す。こうした方には日本で保険適用と
なっているもう一つの治療であるマウ
スピースを使った治療が有効だと思い
ます。睡眠歯科を行っている医師のと
ころにご紹介いただいて、マウスピー
スを作ることになります。
　池脇　SASの治療で外科治療もある
ようです。これはどういう患者さんな
のでしょうか。例えば、解剖学的に中
隔が湾曲しているとか、そういう特殊
な状況の方への治療なのでしょうか。
　富田　そうですね。いわゆる耳鼻科
医がされるsleep surgeryという分野が
ありますが、睡眠時無呼吸自体が原因
を一つに絞れない。鼻だけの問題では
ないし、顎の骨格の問題だとか、複雑
に組み合わさっています。鼻の治療だ
けというわけにはなかなかいかないの
ですが、有効な方も中にはいらっしゃ
います。
　池脇　その領域で今新しい治療を開
発中と聞きましたが。
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