
 
睡眠時無呼吸症候群『ＳＡＳ』 



本日は 

•睡眠時無呼吸症候群とは？ 

 

•検査からCPAP治療まで 

 



Ｓleep Apnea Syndrome 
 

睡眠時無呼吸症候群と呼ばれる 
睡眠呼吸障害です。 

 

睡眠時無呼吸症候群『ＳＡＳ』とは？ 

低呼吸（Hypopnea）を含めて 
睡眠時無呼吸低呼吸症候群（SAHS）と呼ばれることもあります。 



睡眠時無呼吸症候群 
• 無呼吸（Apnea）                    
  １０秒以上の呼吸停止。 

 
• 低呼吸（Hypopnea）                  
  正常呼吸の５０％以下の状態が１０秒以上続く場合 

 
• 睡眠時無呼吸症候群の定義は    
  無呼吸低呼吸を１時間あたりで割った指数
（Index)『ＡＨＩ』が、１時間あたり５回以上の場合 

睡眠時無呼吸症候群と定義されます。 
 



睡眠時無呼吸症候群のメカニズム           
 寝ている時に呼吸が止まる状態が 

      何度も繰り返される病気です。 

イビキを掻く   低呼吸状態 

イビキが止まる 無呼吸状態！？   



睡眠時無呼吸障害の社会的影響 

生活の快適さ、生活の質ＱＯＬを低下させる。 

学習、労働の低下 

交通事故などの産業事故 

寿命を短くさせる 

   日本の睡眠時無呼吸症候群の患者数 

      無呼吸が、与える影響とは？ 

     約２００万人     群馬県の総人口 約 203万人 



日本における無呼吸症の事例 

  山陽新幹線の運転士が居眠り状態となり、岡山駅において所
定の停止位置の手前に停止するという事案が発生し、その後の 

 医学的精密検査の結果、その運転士は 

   「睡眠時無呼吸症候群」であると診断されました。        

新幹線「ひかり」運転席高速
走行中ここで居眠り！ 

平成１５年２月２６日 



 
３月３日 富山県北陸自動車道 高速事故（ＳＡＳ疑い） 

 



運転事故の起こしやすさ！！ 
ＳＡＳでの居眠り運転頻度と運転事故率は一般人口の 

事故率の２倍～７倍にまで達すると考えられてます 

さらに重症患者は軽症患者の３．５倍 
http://www.geocities.jp/ibikiyobou/main-mondail1-2.html 
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睡眠時無呼吸症の方の生存率 

厚生労働省研究班の調査で、睡眠１時間当たりの無呼吸数や 

低呼吸が２０回以上の場合、 

８年後の生存率６３％と報告されています。 

出典：He J, et al :Mortality and apnea index in obstructive sleep apnea –Experience in 385 male patients. Chest, 94,9-14,1988 



  無呼吸が招く危険性！！ 
 無呼吸がある人は生活習慣病になる確率が格段に高くなります。 

さらに 

      日本人の死亡原因  トップ３ 

・心疾患  ・脳血管疾患  ・ガン（悪性新生物） 

 



睡眠時無呼吸の主だった症状 

睡眠中の症状 

• いびき 

• 無呼吸 

• 異常な体動 

• 頻回の中途覚醒 

• 夜間頻尿 

 

日中の症状 

 過眠傾向 

 居眠り 

 起床時の頭痛 

 記憶力、集中力の低下 

 性欲の減退 

   抑うつ 



どのような人がなりやすいの？ 

• イビキ 
 

• 肥満（急激に太った場合などは要注意） 
 

• 小顎、顎が奥まっている 
 

• 高齢 
 

• 高血圧 
 

• 心疾患 



ＳＡＳの分類 
・ 閉塞型、中枢型、混合型に分類されます。 

 

・ Ｏｂｓｔructive Sｌeep Apnea Syndrome 

  閉塞性睡眠時無呼吸症候群 

 

・ Ｃｅｎｔｒａｌ  Sｌeep Apnea Syndrome 

  中枢性睡眠時無呼吸症候群 

 

・ Ｍｉｘｅｄ  Sｌeep Apnea Syndrome 

  混合性睡眠時無呼吸症候群 



Ｏｂｓｔructive Sｌeep Apnea Syndrome 
（ＯＡ） 

 閉塞性睡眠時無呼吸症候群 
 

上気道閉塞が原因で起こる無呼吸 

 特徴 

・睡眠中に繰り返し起こる無呼吸 

 

・強いイビキ 

 

・日中過眠 

 

・労働力、学習能力の低下、集中力の欠如 





Ｃｅｎｔｒａｌ  Sｌeep Apnea Syndrome 
（ＣＡ） 

 中枢性睡眠時無呼吸症候群 
 

脳幹呼吸中枢の一過性の活動停止が原因で起こる無呼吸 

 特徴 

・自覚症状が乏しい 

 

・心疾患との合併率が高い（心不全） 

 

・イビキがないので発見されにくい 





Ｍｉｘｅｄ  Sｌeep Apnea Syndrome 
（ＭＡ） 

 混合性睡眠時無呼吸症候群 
 

閉塞性と中枢性の合併 

 特徴 

・『1』呼吸内で閉塞性と中枢性の両方が診られる。 

 

・加齢や疾患により、閉塞性から中枢性への移行率が高い 

 

 

 

 



検査から治療までの流れ 



明日の社会が健やかである為に―。 

睡眠評価装置 

誕生 
医療機器承認番号：22000BZX01552000 



体動情報または体位情報の取得 

アクチグラフ ボディポジション 

腕に装着すればアクチグラフ（体動センサ） 

腹に装着すればボディポジションセンサとして使用が可能です。 
※写真は開発途中のもので実際の製品とは少々異なる部分があります。 

＜使用センサはショートタイプ＞ ＜使用センサはロングタイプ＞ 



 



 



ボタンひとつの簡単操作 

記録開始は画面横のボタンをワンプッシュ。 

操作にとまどうことはありません。 

患者様が使いやすい、簡単操作にこだわりました。 



記録メディアはminiSDカード 

記録メディアにはminiSDカードを採用 
未解析データもカードの入れ替えにより 

即座の検査にも対応できます。 



簡易型によるスクリーニング検査 

• 自宅にて簡易検査器によって行う検査 

   

  口鼻フロー 

   

  ＳｐＯ2 

 

  いびき 

   
 上記３つの保険算定項目を計る検査です。 

  

 ※保険点数                720点 
   



睡眠ポリグラフ検査 
•ＰＳＧ（ポリソムノグラフィー） 
 脳波（ＥＥＧ） 
 眼球運動（ＥＯＧ） 
 オトガイ筋電図（ＥＭＧ） 
 口鼻フロー 
 胸腹部の喚起運動 
 心電図 
 ＳＰＯ2 
 脈拍 
 体位 
 中途覚醒反応 
 イビキ 

 上記の項目を一泊入院にて測定します。 
※保険点数         ３３００点 



CPAP適応基準とは？ 

ＡＨＩ（Ａｐｎｅａ Ｈｙｐｏｐｎｅａ Ｉｎｄｅｘ）  
無呼吸低呼吸指数が下記基準以上であればＣＰＡＰ治療適応 
 
・定義 
 １０秒以上呼吸が停止する回数を測定有効時間で割った数 
 
・睡眠時無呼吸症候群の診断基準 
 簡易検査では→４０回以上 
 
 精密検査では→２０回以上 
 
上記が無呼吸に対するＣＰＡＰの基準とされております。 
 



ＣＰＡＰとは？ 
・Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ａｉｒｗａｙ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ 

 持続的陽圧呼吸療法 

  

 

 オートシーパップ 

 マスクの持続圧の抵抗から気道閉塞を
感知し、最小4hPa～最大20hPaの圧力
で無呼吸を解消します。 



陽
圧
で
閉
塞
を
解
除 CPAP therapy 

閉塞性睡眠時無呼吸に対するCPAP療法 
陽圧 

+ + + + + 
+ + 



無呼吸症患者の睡眠ステージ 

CPAP治療時 

睡眠段階  覚醒 

REM 

１ 

２ 

３ 

４ 

時刻 23:00     0:00       1:00        2:00       3:00          4:00        5:00 

睡眠段階  覚醒 

REM 

１ 

２ 

３ 

４ 

時刻 21:00                23:00       0:00     1:00       2:00      3:00      4:00      5:00 



ＣＰＡＰの利点、欠点 

・利点 

 副作用がない 

 再開、中止がすぐに行える 

 即日効果を発揮します！ 

 

・欠点 

 マスクによる閉塞感 

 陽圧呼吸の抵抗感 



＜検査＞          Ｄ２３７     終夜睡眠ポリグラフィー          3300点 
                携帯用装置を使用した場合        ７２０点 
 
＜ＣＰＡＰ療法＞ Ｃ１０７－２ 在宅持続陽圧呼吸療法（月１回）                  ２５０点 
                          Ｃ１６５   経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算    １２１０点        

診療報酬 



まとめ 

• 近年はCPAP治療者が増えてきましたが、潜在患者
数は人口の2％～3％（200～300万人）と言われ
ており、まだまだ増加すると予想されます。 

 

• SASと循環器疾患の合併率は高く、予防医学と共
に、ＣＰＡＰ治療でのＱＯＬの向上も注目されており
ます。 

 

• 睡眠時無呼吸症候群を含めた診断、治療に当院も
ご協力させていただきたいと思っております。 

 



ご清聴ありがとうございました。 

 

        

 

 

        


