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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下顎歯列の頬側面及び舌側面並びに咬合面を該下顎歯列の湾曲形状に沿って覆うように
装着されるスプリントと、前記下顎歯列の咬合面を覆う前記スプリントの上面の内側湾曲
部に配設され該スプリントを下顎歯列に装着したときに舌背上方から前方にかかる部分を
取り囲むように構成されたドーム型のカプセルと、からなる装着部と、
　陰圧を発生させる圧発生装置と、
　前記カプセルと前記圧発生装置とを連結するチューブと、を備える舌位置制御装置であ
って、
　前記カプセルの装着時に当該カプセルの舌の先端部に対応する位置には、前記チューブ
が連結されて当該チューブを介して前記カプセル内の空気を吸引して前記舌背上方から前
方にかかる部分と当該カプセルとの間の空間に陰圧を発生させて舌を吸引保持するための
貫通孔が設けられている舌位置制御装置。
【請求項２】
　下顎歯列の頬側面及び舌側面並びに咬合面を該下顎歯列の湾曲形状に沿って覆うように
装着されるスプリントと、前記下顎歯列の咬合面を覆う前記スプリントの上面の内側湾曲
部に配設され、該スプリントを下顎歯列に装着したときに舌背上方から前方にかかる部分
を取り囲むように構成されたドーム型のカプセルと、からなる装着部と、
　陰圧を発生させる圧発生装置と、
　前記カプセルと前記圧発生装置とを連結するチューブと、を備える舌位置制御装置であ
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って、
　前記カプセルが、舌に接する側の層と、該層の外側に該層から一定の間隔をおいて該層
に対向して設けられて該層との間に密閉されるようなスペースを確保するもう一方の層と
を有する二層構造になっており、前記もう一方の層のうち前記カプセルの装着時に当該カ
プセルの舌の先端部に対応する位置には前記チューブが連結される貫通孔が設けられ、前
記舌に接する側の層には前記チューブを介して前記カプセル内の空気を吸引して前記スペ
ース及び前記舌の舌背上方から前方にかかる部分と前記舌に接する側の層との間の空間に
陰圧を発生させて舌を吸引保持するための複数の微少貫通孔が設けられている舌位置制御
装置。
【請求項３】
　前記圧発生装置が発生させる陰圧を自動調整する圧調整機構をさらに備える、請求項１
又は２に記載の舌位置制御装置。
【請求項４】
　前記圧調整機構が、前記チューブ内の陰圧を測定する圧力センサと、
　該チューブの途中から分岐した経路であってその先端が外気に開放された経路と、
　該経路の途中に設けられる弁であって前記圧力センサの測定値によって開閉が制御され
る弁と、を含む、請求項３に記載の舌位置制御装置。
【請求項５】
　前記スプリント及び前記カプセルが、熱可塑性または熱硬化性歯科用材料で形成される
、請求項１から４のいずれか１項に記載の舌位置制御装置。
【請求項６】
　前記二層構造の各層は、前記内層が前記外層に対して着脱可能となっている、請求項２
に記載の舌位置制御装置。
【請求項７】
　前記カプセルの貫通孔と前記圧発生装置との間に気液分離器が配置され、
　前記チューブは、前記カプセルの貫通孔と前記気液分離器をつないで吸引物を気液分離
器内に排出する第１のチューブと、該気液分離器の気相部と前記圧発生装置をつなぐ第２
のチューブとからなる、請求項１から６のいずれか１項に記載の舌位置制御装置。
【請求項８】
　さらに、前記装着部を保持するフェイスマスクであって、前額部に当接する前額保持部
と、下顎に当接する下顎保持部と、該前額保持部と該下顎保持部と前記装着部とを連結し
固定するワイヤとを含むフェイスマスクを含む、請求項１から７に記載の舌位置制御装置
。
【請求項９】
　請求項４に記載の舌位置制御装置の制御方法であって、
　前記圧力センサの測定値を予め設定された圧力と比較する工程と、
　前記測定値が前記予め設定された圧力以下に低下している場合に前記弁を開放する工程
と、を含む制御方法。
【請求項１０】
　前記弁が開放された状態で、前記圧力センサの測定値を予め設定された圧力と比較する
工程と、
　前記測定値が予め設定された圧力以上に上昇している場合に、前記弁を閉鎖する工程と
、をさらに含む、請求項９に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いびきの抑制および閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者等の治療を目的として用
いられる睡眠中の舌位置制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】



(3) JP 4445565 B1 2010.4.7

10

20

30

40

50

　閉塞性睡眠時無呼吸症候群（obstructive sleep apnea syndrome;ＯＳＡＳ）は、睡眠
中に上気道が閉塞し無呼吸を呈する疾患である。近年、ＯＳＡＳが発症するためには、二
つの大きな要因があることが明らかにされている。第一要因は、覚醒から睡眠に至る段階
で見られる上気道拡張筋（舌筋を含む）の緊張性の低下である。覚醒時には気流（図１３
中、黒矢印）が確保されているが、入眠により上気道拡張筋の筋活動が低下すると、舌が
沈下（咽頭方向に移動）し、かつ軟口蓋を咽頭方向に押す（図１４中、白矢印）。その結
果、軟口蓋後方部の上気道（Velopharynxと呼ばれる）がとりわけ狭くなり、気流の開通
性が低下する（図１４中、黒矢印）。事実、ＯＳＡＳにおける上気道閉塞の主要部位はこ
のVelopharynxであることも明らかにされている。ところが、この上気道拡張筋の活動低
下は健常者（ＯＳＡＳ患者でない人）においても見られる生理的な現象であり、この現象
単独ではＯＳＡＳを発症することはない。そこで、第二要因として、上気道形態の解剖学
的異常が挙げられる。例えば、肥満による口腔内軟組織過剰などにより、もともと覚醒時
においても上気道が狭窄している場合、入眠によるわずかな上気道の狭小化によっても上
気道開通性は著しく低下し、ＯＳＡＳが生じると考えられる。
【０００３】
　ＯＳＡＳの成人有病率は約２～４％と高く、これに伴う日中の耐え難い眠気により交通
事故や産業事故の危険性を増大させることや、メタボリックシンドロームや心脳血管障害
の発現要因となることから、成績の良好な治療法の開発の重要性が認識されている。
【０００４】
　従来のＯＳＡＳの治療法は、外科的治療と保存的治療に大別される。外科的治療法であ
る軟口蓋形成術（Uvulopalatopharyngoplasty；ＵＰＰＰ）や、上下顎前方移動術（Maxil
lomandibular advancement；ＭＭＡ）は、成功すれば、ＯＳＡＳが根本的に治癒する。そ
の反面、術後に発音・嚥下機能障害が生じうること、ＯＳＡＳが再発しうること、さらに
手術が不可逆的であること、適応基準の妥当性についても異議が多いことなどから、現在
、外科的治療法を選択する患者は限られている。
【０００５】
　一方、外科的手術によらない保存的治療としては、世界的にもＯＳＡＳ治療第一選択で
ある経鼻的持続陽圧呼吸療法（nasal Continuous Positive Airway Pressure；ｎＣＰＡ
Ｐ）や、第二選択の口腔内装置がある（例えば、非特許文献１を参照）。ｎＣＰＡＰは、
鼻につけたマスクから陽圧を作用させ、上気道内の空気圧を陽圧に保つことにより、上気
道閉塞を防ぐ装置を用いる治療法である。また、口腔内装置は、下顎または舌を前方に位
置させ、上気道を拡大維持する装置であり、大別すると、下顎前方維持型装置(Mandibula
r Advancement Device;ＭＡＤ)と、舌前方維持装置（Tongue Retaining device；ＴＲＤ
）の２種類の装置が挙げられる（例えば、非特許文献２を参照）。ｎＣＰＡＰも口腔内装
置も、ＯＳＡＳを改善し、その状態を保つことができ、安全性も確立されている。しかし
、ｎＣＰＡＰや口腔内装置がＯＳＡＳの根本的治癒をもたらすことはなく、患者はこれら
の装置を長期間使用しなければならない。このため、ＯＳＡＳに有効かつ患者負担の少な
い装置の提供が切望される。
【０００６】
　ｎＣＰＡＰは、ＯＳＡＳ改善率が高いものの、陽圧による鼻症状やマスク装着による不
快感のためにコンプライアンス（指示通りに使用できる確率）が低く、治療脱落者が多い
。また、上気道拡張筋の活動は上気道の開通性を保持する役割を持つが、上気道内に陽圧
を作用させると、その筋活動は抑制される（例えば、非特許文献３を参照）。すなわち、
ｎＣＰＡＰは確かにＯＳＡＳを改善するが、ヒトが本来持つＯＳＡＳに対する防御機能を
一部低下させる。
【０００７】
　また、小児は顎顔面の成長発育が著しく、小児ＯＳＡＳ患者にｎＣＰＡＰを用いると、
鼻に装着されるマスクの外力が上顎骨に加わる結果、上顎骨の成長が抑制され、中顔面の
変形や咬合の変化を引き起こすことが報告されている（例えば、非特許文献４を参照）。
成人以上のＯＳＡＳ患者に対しても、ｎＣＰＡＰの長期使用により、マスクの外力により
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、小児と同様の咬合変化が生じることが報告されている（例えば、非特許文献５を参照）
。
【０００８】
　これに対し、口腔内装置は、簡便、安価で使いやすく、ｎＣＰＡＰ脱落者への適用も可
能である。その反面、ｎＣＰＡＰほどの効果が得られないことが指摘されている（たとえ
ば、非特許文献６参照）。とりわけＭＡＤは、ＴＲＤよりもＯＳＡＳ改善に有効であるが
、下顎の位置が前方位で固定されるため、歯や顎関節に対する負荷が大きく、長期使用に
より歯の移動や顎関節に対する違和感や疼痛等の副作用が惹起される確率は高い（たとえ
ば、非特許文献７参照）。このため、使用による患者の心身的負担も大きいといえる。
【０００９】
　また、小児ＯＳＡＳ患者に対してＭＡＤを用いる場合、ＭＡＤは歯科矯正装置として作
用し、装置使用による下顎前方移動により下顎の成長が促進される（例えば、非特許文献
８参照）。そのため、ＯＳＡＳ症状の改善が期待される半面、反対咬合を引き起こすこと
が懸念される。このため、小児ＯＳＡＳ患者に対してＭＡＤを用いる場合は、適応は小下
顎を有する患者に限定される。
【００１０】
　ＴＲＤも口腔内装置の一つであるが、デザインと治療原理はＭＡＤと異なる。上下顎歯
列に一体型マウスピースをすることはＭＡＤと同様だが、その前方部に設けられたソケッ
ト内に舌を前方位にて吸引保持することにより、舌後方部の気道を拡大させるものである
。しかし、マウスピースが上下顎一体型であるため、ＭＡＤ同様に下顎の位置を変えるこ
とができない。睡眠中は、重力や閉口筋の活動低下により下顎は後下方に下がって開口す
るのが通常であるが（例えば、非特許文献９を参照）、ＴＲＤを装着すると、この生理的
位置変化が妨げられることになる。この結果、マウスピースを介して上下顎の歯に負荷が
かかるため、長期使用による歯への為害作用が生じることはＭＡＤと同様である（例えば
、非特許文献１０参照）。下顎の位置が固定されたり、舌を前方に移動したりすることに
よる患者の心身的負担も大きい。
【００１１】
　さらに、ｎＣＰＡＰもＴＲＤも、口呼吸ができないので、鼻呼吸に問題がある患者は使
用できない。ヒトは本来、鼻呼吸を営み、これが生理的な呼吸様式であると考えられてき
た（例えば、非特許文献１１及び１２参照）。この点を考慮すると、ｎＣＰＡＰやＴＲＤ
が、基本的に、装着使用時に鼻呼吸を行うことが前提とされたデザインになっていること
は理に適っている。しかし、何らかの原因で鼻腔が完全閉塞に至った場合には、鼻呼吸か
ら口呼吸に切り換わることにより呼吸が維持される。さらに、完全閉塞に至らない範囲に
おいて鼻閉が生じた場合や、ある生理的条件下（例えば換気率が向上した場合など）でも
、ヒトは部分的な口呼吸を開始する（例えば非特許文献１１及び１３参照）。また、健康
な正常成人においても、鼻呼吸者以外に、鼻呼吸と口呼吸を行う者もいることが報告され
ている（例えば非特許文献１４参照）。
【００１２】
　一部口呼吸を行うＯＳＡＳ患者において、口は重要な呼吸ルートとなる。またＯＳＡＳ
患者はアレルギー性鼻炎などに伴う鼻閉を合併していることも多く（例えば非特許文献１
３参照）、これらの患者においてはｎＣＰＡＰのコンプライアンスが著しく低下する。仮
に、ｎＣＰＡＰを装着した患者が口呼吸を試みれば、上気道内の陽圧が開放され、空気が
口よりリークするため、ｎＣＰＡＰによる治療は無効となる。
【００１３】
　また口腔内装置のうち、ＭＡＤは、上下顎スプリント間に空気孔を設ける場合もあるが
、構造上、空気孔の大きさを十分に確保できない場合、コンプライアンスが低下する。
【００１４】
　また、ＴＲＤは、そもそもＯＳＡＳを改善することに加え、口呼吸を防止し、鼻呼吸を
促すことを目的としている（特許文献１参照）。ＴＲＤは、上下顎のスプリントとその中
間に舌を前方に位置づけるソケットを設けるという構造上、口呼吸を行うことは不可能で
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ある。
【００１５】
　さらに、患者の口腔内を陰圧にして、閉塞性睡眠時無呼吸を治療する方法と装置が提案
されている（例えば、特許文献２を参照）。口腔内を陰圧にすることにより、患者の軟口
蓋および周囲軟組織は口腔へ、舌は硬口蓋に向かって引っ張られ、患者の上気道が開放状
態に維持されるものである。しかしながら、口腔内全体を陰圧にするという非生理的状態
に対する患者の負担は大きいものと予想され、コンプライアンスに問題が残る。また、上
下顎一体型のマウスピースを装着するために、下顎の生理的位置変化が妨げられる点、口
呼吸を行うことができない点、さらにマウスピースの長期装着による、歯に対する副作用
の発生が懸念される点は、ＭＡＤやＴＲＤと同様である。
【００１６】
　同様に、吸盤を用いて患者の舌を口蓋に係止し、吸盤内を陰圧吸引することにより、睡
眠時の舌の上気道方向への落ち込みを防止する方法も提案されている（例えば、特許文献
３を参照）。しかし、舌表面への吸盤装着がもたらす異物感への対処法、睡眠中の下顎位
の生理的変化が考慮されていないこと、下顎位の変化が生じた際の対処法、さらに安全性
は不明である。
【特許文献１】米国特許第４１６９４７３号公報
【特許文献２】特開２００７－３１９６８０号公報
【特許文献３】特開２００８－１８３３８８号公報
【非特許文献１】對木悟, 井上雄一. 臨床睡眠学, 第1版第1刷. 日本臨牀66巻増刊号2, 2
008; pp182-186.
【非特許文献２】Cartwright RD, Samelson CF.  JAMA 1982; 248: 705-709.
【非特許文献３】Strohl KP, Redline S.  Am Rev Respir Dis 1986; 134: 555-558.
【非特許文献４】Li KK, et al.  Chest 2000; 117: 916-918.
【非特許文献５】Lowe AA. Efficacy of oral appliance therapy as an adjunct to nCP
AP.  American Academy of Dental Sleep Medicine 17th Annual Meeting, Baltimore, J
une 6-8, 2008（発表要旨）
【非特許文献６】Ferguson KA, et al.  Sleep 2006; 29: 244-262.
【非特許文献７】Almeida FR, et al.  J Clin Sleep Med 2005; 2: 143-152.
【非特許文献８】Graber TM.  In Graber TM, Varnarsdall Jr RL, Eds.  Orthodontics:
 Current Principles and Techniques, 2nd ed.  St. Louis, Missouri, Mosby, 1994; p
p383-436.
【非特許文献９】Miyamoto K, et al.  Arch Oral Biol 1999; 44: 657-664.
【非特許文献１０】Chen H, et al.  Sleep Breath 2008; 12: 169-178.
【非特許文献１１】Hoffstein V.  Sleep Breath 2007; 11: 1-22.
【非特許文献１２】Robinson RW, Zwillich CW.  In Kryger MH, Roth T, Dement WC, Ed
s.  Principles and Practice of Sleep Medicine, 3rd ed.  Philadelphia, WB Saunder
s, 2000; pp797-812.
【非特許文献１３】千葉伸太郎.  睡眠時呼吸障害Update2006, 井上雄一・山城義広編著,
 第1版第1刷. 日本評論社, 2006; pp53-60.
【非特許文献１４】Niinimaa V et al.  Respir Physiol 1981; 43: 69-75.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、ＯＳＡＳを有効に改善するとともに、患者への心身的負担が小さく、コンプ
ライアンスの低下や副作用が生じにくい装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者は、上記課題に鑑みて検討を重ねた結果、ＯＳＡＳを改善するためには、軟口
蓋後方部の閉塞を防止するほうが有効であること；上下顎一体型のマウスピースを使用せ
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ず、下顎単独装着型のスプリントとカプセルからなる装着部を用いて舌を吸引することに
より、舌の沈下を防いで軟口蓋後方部の閉塞を直接的に防止できること；下顎単独装着型
のスプリントを使用することにより、下顎の生理的運動・位置変化を妨げることがなく、
また、口呼吸もできることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１９】
　即ち、本発明は、
〔１〕下顎歯列の頬側面及び舌側面並びに咬合面を該下顎歯列の湾曲形状に沿って覆うよ
うに装着されるスプリントと、前記下顎歯列の咬合面を覆う前記スプリントの上面の内側
湾曲部に配設され該スプリントを下顎歯列に装着したときに舌背上方から前方にかかる部
分を取り囲むように構成されたドーム型のカプセルと、からなる装着部と、陰圧を発生さ
せる圧発生装置と、前記カプセルと前記圧発生装置とを連結するチューブと、を備える舌
位置制御装置であって、前記カプセルの装着時に当該カプセルの舌の先端部に対応する位
置には、前記チューブが連結されて当該チューブを介して前記カプセル内の空気を吸引し
て前記舌背上方から前方にかかる部分と当該カプセルとの間の空間に陰圧を発生させて舌
を吸引保持するための貫通孔が設けられている舌位置制御装置；
〔２〕下顎歯列の頬側面及び舌側面並びに咬合面を該下顎歯列の湾曲形状に沿って覆うよ
うに装着されるスプリントと、前記下顎歯列の咬合面を覆う前記スプリントの上面の内側
湾曲部に配設され、該スプリントを下顎歯列に装着したときに舌背上方から前方にかかる
部分を取り囲むように構成されたドーム型のカプセルと、からなる装着部と、陰圧を発生
させる圧発生装置と、前記カプセルと前記圧発生装置とを連結するチューブと、を備える
舌位置制御装置であって、前記カプセルが、舌に接する側の層と、該層の外側に該層から
一定の間隔をおいて該層に対向して設けられて該層との間に密閉されるようなスペースを
確保するもう一方の層とを有する二層構造になっており、前記もう一方の層のうち前記カ
プセルの装着時に当該カプセルの舌の先端部に対応する位置には前記チューブが連結され
る貫通孔が設けられ、前記舌に接する側の層には前記チューブを介して前記カプセル内の
空気を吸引して前記スペース及び前記舌の舌背上方から前方にかかる部分と前記舌に接す
る側の層との間の空間に陰圧を発生させて舌を吸引保持するための複数の微少貫通孔が設
けられている舌位置制御装置；
〔３〕前記圧発生装置が発生させる陰圧を自動調整する圧調整機構をさらに備える、上記
〔１〕又は〔２〕に記載の舌位置制御装置；
〔４〕前記圧調整機構が、前記チューブ内の陰圧を測定する圧力センサと、該チューブの
途中から分岐した経路であってその先端が外気に開放された経路と、該経路の途中に設け
られる弁であって前記圧力センサの測定値によって開閉が制御される弁と、を含む、上記
〔３〕に記載の舌位置制御装置；
〔５〕前記スプリント及び前記カプセルが、熱可塑性または熱硬化性歯科用材料で形成さ
れる、上記〔１〕から〔４〕のいずれか１項に記載の舌位置制御装置；
〔６〕前記二層構造の各層は、前記内層が前記外層に対して着脱可能となっている、上記
〔２〕に記載の舌位置制御装置；
〔７〕前記カプセルの貫通孔と前記圧発生装置との間に気液分離器が配置され、前記チュ
ーブは、前記カプセルの貫通孔と前記気液分離器をつないで吸引物を気液分離器内に排出
する第１のチューブと、該気液分離器の気相部と前記圧発生装置をつなぐ第２のチューブ
とからなる、上記〔１〕から〔６〕のいずれか１項に記載の舌位置制御装置；
〔８〕さらに、前記装着部を保持するフェイスマスクであって、前額部に当接する前額保
持部と、下顎に当接する下顎保持部と、該前額保持部と下顎保持部と前記装着部とを連結
し固定するワイヤとを含むフェイスマスクを含む、上記〔１〕から〔７〕に記載の舌位置
制御装置；
〔９〕上記〔４〕に記載の舌位置制御装置の制御方法であって、前記圧力センサの測定値
を予め設定された圧力と比較する工程と、前記測定値が前記予め設定された圧力以下に低
下している場合に前記弁を開放する工程と、を含む制御方法；及び
〔１０〕前記弁が開放された状態で、前記圧力センサの測定値を予め設定された圧力と比
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較する工程と、前記測定値が予め設定された圧力以上に上昇している場合に、前記弁を閉
鎖する工程と、をさらに含む、上記〔９〕に記載の制御方法、に関する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る舌位置制御装置は、舌に対して直接、かつ確実に働きかけるので、ＯＳＡ
Ｓの発症に最も関与するとされる舌の位置変化がもたらす軟口蓋後方部の上気道閉塞を防
止し、ＯＳＡＳを有効に改善することができる。
【００２１】
　さらに、本発明に係る舌位置制御装置は、下顎単独装着型のスプリントを利用するため
、口呼吸ができない、下顎の生理的な運動が妨げられるといった、上下顎一体型構造をと
る従来の口腔内装置の問題点を解決する。従って、鼻呼吸に問題がある患者も好適に使用
することができ、下顎が固定されることによる不快感もなく、鼻腔や顎口腔系への負担も
少ない。加齢に伴う顎口腔諸機能の退行性変化にも対応しやすい。また陽圧やマスク装着
による不快症状や上気道拡張筋の活動抑制といったｎＣＰＡＰの問題点も解決する。
【００２２】
　また、構造上、小児の患者に用いても、上顎骨の成長抑制や下顎の成長促進も誘発しな
い。
【００２３】
　さらに、舌を前方に移動する必要もないので、患者の心身的負担が軽減され、コンプラ
イアンスも期待できる。
【００２４】
　本発明によれば、ＯＳＡＳはもとより、ＯＳＡＳと類似しているが上気道閉塞には至ら
ない疾患、例えば上気道抵抗症候群（Upper airway resistance syndrome）やいびきの改
善も可能である。
【００２５】
　また、本発明に係る舌位置制御装置は、舌位置変化により呼吸異常がみられる神経疾患
症例の、上気道開通性の改善にも用いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下に、図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
【００２７】
　図１は、本発明に係る舌位置制御装置１の概略を示す説明図である。
【００２８】
　図示されるとおり、本発明に係る舌位置制御装置１は、スプリント１１とカプセル１２
とからなる装着部１０、陰圧を発生させる吸引ポンプ等の圧発生装置１４、装着部１０と
圧発生装置１４とを連結するチューブ１６を備えるものである。カプセル１２には、チュ
ーブ１６が連結する貫通孔１３が設けられている。
【００２９】
　図２Ａに装着部１０の平面図を、図２Ｂに側面図を示し、図２Ｃに装着部１０を貫通孔
１３と反対側から見た斜視図を示す。また、図３に図２ＡのＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿って切
断した断面図を示す。
【００３０】
　スプリント１１は、下顎歯列の少なくとも一部に装着され、装着部を口腔内で固定する
役割を果たす限り、どのような形状であってもよいが、下顎歯列と歯槽部を覆う形状であ
ることが好ましい。スプリント１１は市販のスプリントを用いてもよいし、歯列矯正の分
野における方法に従って作製することもできる。例えば、患者の歯列に適合するよう印象
を取って歯列模型を作製し、これに熱可塑性または熱硬化性樹脂等を圧着して成形するこ
とができる。スプリント１１の材料は、金属、樹脂等、特に限定されず、弾性を有するも
のであっても有しないものであってもよく、例えば熱可塑性歯科用材料を用いることが好
ましい。中でも、為害性や装着感に優れるシリコン系素材やポリオレフィン等、弾性を有
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するものが好適である。
【００３１】
　図２Ａ乃至図２Ｃに示されるとおり、カプセル１２は、スプリント１１の上面の内側湾
曲部１１Ａにドーム型に配設され、スプリント１１を下顎歯列に装着したときに舌の少な
くとも一部を覆う構成となっている。カプセル１２の形状は、装着部１０を装着した状態
で貫通孔１３から吸引したときに舌を吸引保持できる限り特に限定されないが、好ましく
は、装着時に舌背上方と前方を取り囲み、舌後方部（例えば、第一から第二大臼歯付近）
までを覆う形状とする。
【００３２】
　カプセル１２は、図示される形状を基本構造とするが、舌が吸引保持されやすいように
、患者によって形態を変えることもできる。特定の患者に合わせた形態とする場合、例え
ば、安静時舌背と下顎歯列咬合面の一括印象採得を行い、下顎歯列弓に対する舌の相対的
大きさと位置を評価して、設計することができる。その際、上顎個人トレー外面（舌背面
）を改良して、舌背と下顎歯列咬合面の一括印象採得用トレーを作製してもよい。また上
下顎の歯列模型を咬合させた状態で、模型上での口腔内を観察することにより舌の相対的
大きさと位置を評価し、カプセル１２を設計することもできる。
【００３３】
　図４に、装着部を口腔内に装着した状態を示す。図４Ａ及び図４Ｂに示されるとおり、
スプリント１１は下顎歯列に装着され、その結果、カプセル１２が舌の一部を覆うことに
なる。
【００３４】
　カプセル１２の前方、即ち口腔内と反対側の面には、チューブを接続するための貫通孔
１３が設けられている。貫通孔１３は、当業者であれば公知の方法に従って形成すること
ができ、舌を吸引する効果が得られる限り、適宜位置を変更することができる。図２及び
３に示されるように単なる貫通孔として形成してもよく、また、図５に示されるように、
貫通孔の周囲を円筒状に突出させて、チューブ１６と接続しやすい構成としてもよい。
【００３５】
　カプセル１２の材料は、金属、樹脂等特に限定されないが、スプリント１１と同様に熱
可塑性歯科用材料を用いることが好ましい。中でも、為害性や装着感に優れるシリコン系
素材やポリオレフィンが好適である。
【００３６】
　スプリント１１とカプセル１２は、それぞれ成形した後で取り付けてもよく、また一体
的に成形してもよい。さらに、衛生上の観点等から、装着部１０を、安価な材料で作製し
、使い捨てとすることも好ましい。また、衛生的、環境的観点から、装着部１０やカプセ
ル１２を着脱式とし、市販の歯科用洗浄剤等を用いて洗浄し、複数回使用可能とすること
も好ましい。
【００３７】
　また、本発明に係るカプセル１２は、図６乃至９に示すとおり、周囲を閉じた二層構造
とし、舌に接する側の層６２に複数の微少貫通孔６４を設け、もう一方の層６１にチュー
ブを連結するための貫通孔６３を形成することも好ましい。図７は、図６ＢのＶＩＩ－Ｖ
ＩＩ線に沿って切断した断面図である。層６１及び６２の間には、約１ｍｍ～４ｍｍ、好
ましくは、約２ｍｍのスペースが設けられる。
【００３８】
　図８に示すように、二層構造のカプセル１２の舌に接する側の層６２を着脱可能な構成
としてもよい。この場合、層６１及び６２は、例えば層６１に設けられた凹部６６と、こ
れに係合するように設けられた層６２の内側湾曲部６２Ａに設けられた凸部６７からなる
接続部６５によって、気密に接続することができる。図９は、図６Ｂにおける接続部６５
をＩＸ－ＩＸ線に沿って切断した断面図である。なお、層６２の外側湾曲部６２Ｂは、接
続部６５によって層６１と層６２を接続することにより、層６１またはスプリント１１の
上面に圧接され、層６１と層６２の間に閉じた空間を形成することができる。
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【００３９】
　このような構成とすれば、微小貫通孔６４から両層間のスペース内の空気を吸引するこ
とで、複数の微小貫通孔６４を介して、舌の広い領域にほぼ均等に陰圧をかけることがで
きるので、舌を十分に保持することが可能である。また、陰圧が分散して加えられること
から、部分的な過度の吸引による副作用も生じにくい。
【００４０】
　微小貫通孔６４の大きさ、形状、間隔等は、目的を果たす限り適宜変化させることが可
能である。
【００４１】
　本発明で用いられる陰圧を発生させる圧発生装置１４は、カプセル１２内を陰圧に維持
することができればどのようなものであってもよく、例えば、圧力や流量を調節できる吸
引ポンプ、減圧ポンプが挙げられる。手動ポンプであってもよい。
【００４２】
　本発明で用いられるチューブ１６は、カプセル１２の貫通孔１３と圧発生装置１４とを
連結するものであり、例えばカテーテルを用いることができる。チューブ１６は、貫通孔
１３に着脱可能で、かつ貫通孔１３を完全に密閉するように嵌合する構成とする。例えば
、チューブ１６を弾性のある材料で作製し、貫通孔１３に接続される側の末端の径を他の
部分よりも太く成形しておいてもよい。このような構成によれば、チューブ１６を貫通孔
１３に圧力をかけて挿入することにより、チューブ１６を貫通孔１３に連結することがで
きる。あるいは貫通孔１３の径よりも径の大きいチューブ１６を用いて、貫通孔１３に圧
力をかけて挿入し連結してもよい。なお貫通孔１３の位置は、チューブ１３が装着された
際に、口唇を妨げない範囲でスプリント１１に近いほうが好ましい。
【００４３】
　本発明に係る舌位置制御装置１は、圧発生装置１４が発生させる陰圧を自動調整する圧
調整機構２０を備えることが好ましい。圧調整機構２０は、例えば、チューブ１６内の陰
圧を測定可能に設置された圧力センサ２２と、チューブ１６を外気につなぐ経路１７上に
設けられた弁２４と、圧力センサ２２の測定値によって弁２４の開閉を制御する制御装置
２３によって構成することができる（図１参照）。弁２４は、電磁弁、電動弁等とするこ
とができるが、応答速度の速い電磁弁が好ましい。
【００４４】
　圧力センサ２２で圧の経時的変化を測定し、測定値が所定の値を下回った場合には、制
御装置２３が弁２４を開放して圧を上昇させ、吸引が過剰になるのを防ぐ。一方、測定値
が所定の値以上となり、吸引が不十分となった場合には、制御装置２３が弁２４を閉鎖し
て内部の圧を低下させることが可能である。また、圧発生装置１４も制御装置２３に接続
し、圧力センサ２２からの圧情報が圧発生装置１４にフィードバックされる構成としても
よい。このような構成により、陰圧が設定圧よりも過大にかかった際には自動的にシステ
ムのスイッチが切れ、圧発生装置１４の加熱・故障などを防止することが可能である。
【００４５】
　従来技術のＴＲＤは、いわゆるオープンループ系であり、舌を保持するためのソケット
内に実際に陰圧が生じているのか、生じている場合どの程度なのか、圧の経時的変化があ
るのかを確認する手段がない。さらに、陰圧が不十分で舌位置の制御に問題が生じた際に
、陰圧を追加する手段や、陰圧が過剰な場合に緩和する手段もない。しかしながら、本発
明に係る舌位置制御装置によれば、圧調整機構２０によって、カプセル１２内の圧力を微
細に調節（タイトレーション）することが可能である。特に、吸引によりいったん舌がバ
ルブ付きカプセル１２内に保持されれば、その後は弱い陰圧負荷を保つことによってその
状態を維持することができる。これにより必要以上の吸引による副作用を防ぎ、また、省
エネルギー化も可能となる。
【００４６】
　さらに、本発明に係る舌位置制御装置においては、図１０に示すとおり、カプセル１２
と圧発生装置１４との間に気液分離器３０を配置することも好ましい。圧発生装置によっ
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て陰圧をかけると、舌は保持されるが、口腔内分泌物（たとえば唾液など）も同時に吸引
され、圧力センサ２２の測定精度や、圧発生装置１４の運転に影響を与える可能性がある
。そのため、チューブ１６上に、歯科用ユニットに組み込まれている気液分離器に類似の
装置等を設置し、この部分に液体を貯留する。吸引物は、第１のチューブ１６Ａを取って
気液分離器３０内に排出され、第２のチューブ１６Ｂによって、気液分離器３０の気相部
から気体のみを圧発生装置１４側に流す。なお、図１０では、第１のチューブ１６Ａに圧
力センサ２２及び弁２４が接続されているが、両者を第２のチューブ１６Ｂに接続するこ
とも好ましい。
【００４７】
　さらに、本発明に係る舌位置制御装置は、図１１に示すとおり、装着部を正しい位置に
保持するフェイスマスク７０を含むことも好ましい。フェイスマスク７０は、前額部に当
接する前額保持部７２と、下顎に当接する下顎保持部７４と、前額保持部７２、下顎保持
部７４、装着部１０を連結するワイヤ７６と、前額保持部７２に取り付けられたゴムバン
ド７７とから構成され、図示されるようにゴムバンド７７によって顔面に固定される。
【００４８】
　図１２に示されるとおり、ワイヤ７６は、下顎保持部７４に設けられたホール７８に着
脱可能に嵌合する。
【００４９】
　フェイスマスク７０を用いることによって、無歯顎者であっても睡眠中に装着部１０を
正しい位置に保持することが可能である。
【００５０】
　本発明の舌位置制御装置１は、上述した実施形態に限定されることなく、本発明の要旨
の範囲内で種々に変形、変更実施が可能である。
【００５１】
　また、本発明の舌位置制御装置を用いる場合、カプセル１２の舌に接する部位に、舌へ
の密着性を高めるような物質を塗布しておくことも好ましい。これにより、舌位置をカプ
セル１２内に保持することができるので、陰圧負荷を軽減し省力化を図ることが可能であ
る。例えば、就寝前に手動ポンプによって陰圧負荷を与えることにより、終夜舌位置をカ
プセル１２内に維持することも可能である。このような物質としては、粘稠度が高く、流
動性の少ない物質が挙げられる。
【００５２】
　次に、本発明に係る舌位置制御装置１の制御方法について説明する。本発明に係る舌位
置制御装置１の制御方法は、圧力センサの測定値を予め設定した圧力（閾値）と比較する
工程と、測定値が閾値以上に低下している場合に電磁弁を開放する工程とを含む。ここで
、予め設定した圧力（閾値）は、後述するＯＳＡＳへの治療効果の評価法の結果、定める
ことができる。
【００５３】
　本発明に係る舌位置制御装置１の制御方法は、さらに、電磁弁が開放された状態で圧力
センサの測定値を所定の閾値と比較する工程と、測定値が閾値より高い場合に、電磁弁を
閉鎖する工程とを行ってもよい。電磁弁を閉鎖することによって、陰圧を高め、吸引を強
めることができる。電磁弁の開閉を繰り返すことで、舌に負荷される陰圧を一定に保つこ
とができる。
【００５４】
　本発明に係る舌位置制御装置１の閾値の決定は、終夜ポリグラフを採得しつつ行う。こ
の閾値決定は、ｎＣＰＡＰ使用患者に対して最適陽圧閾値（至適圧）の決定をする際に通
常行われる手技と同様であり、ｎＣＰＡＰのかわりに舌位置制御装置１を用いる点のみが
異なる。睡眠専門医療機関における一泊二日の入院検査において、ＯＳＡＳ患者は、舌位
置制御装置１を用いた状態で、睡眠脳波および呼吸状態、さらに舌位置制御装置１内の圧
力センサ２２からの圧情報をモニターかつ記録される。陰圧の設定（陰圧タイトレーショ
ン）は、臨床検査技師がモニターを観察しながら手動で行う。過度な陰圧負荷により患者
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の入眠を妨げないように、入眠時に圧発生装置から作用させる陰圧は弱く設定する。入眠
後、睡眠のステージによって変化する呼吸イベント（いびき、無呼吸、低呼吸など）の発
生状況をモニター上で観察しつつ、これらのイベントを排除するように、陰圧値を手動で
変化させる。最終的に、呼吸イベントを可及的に排除することができた陰圧値を「最適圧
力＝閾値」とする。この手法により、各患者に応じた最適な閾値を決定し、舌位置制御装
置に、この閾値を設定する。圧調製機構が備えられている場合には、圧調製機構に閾値を
記憶させる。一旦、圧調製機構に閾値を記憶させた後は、患者は睡眠時に装着部を装着し
、舌位置制御装置を作動させて眠ることにより、舌位置が保持され、軟口蓋後方の上気道
閉塞を有効に防ぐことができる。
【００５５】
　このような陰圧タイトレーションによって決定された閾値を設定させた舌位置制御装置
１を用い、患者は日常的にＯＳＡＳを改善かつ、良好にコントロールされた状態を保つこ
とができるが、本発明に係る舌位置制御装置１の有効性の評価は、患者が同装置の使用に
慣れた段階で、終夜ポリグラフ検査によるＯＳＡＳ重症度の改善度（無呼吸低呼吸指数の
変化）を指標に行うことが望ましい。さらに、本発明に係る舌位置制御装置１の上気道閉
塞性の改善評価を、形態と生理機能の両側面から行うことが好ましい。上気道閉塞性変化
を形態的に評価するためには、舌位置制御装置１を用いた状態で側面頭部Ｘ線規格写真を
撮影し、舌、軟口蓋、上下顎骨、舌骨の大きさ、位置等を評価し、各組
織と上気道の位置関係、上気道前後径を解析する。また、拡散テンソルＭＲ画像（Diffus
ion Tensor Magnetic Resonance Imaging；ＤＴＭＲＩ）を用い、舌筋拡散情報を得るこ
ともできる（Gilbert RJ, et al. Dysphagia 2005;20:1-7）。さらに生理機能的評価とし
て、舌位置制御装置１を用いた状態で、安静時鼻呼吸時の鼻腔・上気道上部の気道抵抗を
計測することも可能である（Okawara Y, et al. Am J Orthod Dentfac Orthop 2004;126:
620-622）。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明に係る舌位置制御装置の概略を示す説明図である。
【図２】本発明に係る舌位置制御装置の装着部の平面図（Ａ）および側面図（Ｂ）である
。
【図３】図２ＡのＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿って切断した断面図を示す。
【図４】本発明に係る舌位置制御装置を装着した状態を示す概略図である。
【図５】本発明に係る舌位置制御装置の一実施形態の断面図である。
【図６】カプセルを二層構造とした舌位置制御装置の概略を示す説明図である。
【図７】カプセルを二層構造とした舌位置制御装置の断面図である。
【図８】カプセルを二層構造とした舌位置制御装置の一実施形態を示す概略図である。
【図９】カプセルを二層構造とした舌位置制御装置の、二層の接続部の一実施形態を示す
概略図である。
【図１０】本発明に係る舌位置制御装置に、気液分離器を配置する構成を示す概略図であ
る。
【図１１】本発明に係る舌位置制御装置に用いられるフェイスマスクの一実施形態を示す
概略図である。
【図１２】図１１に示すフェイスマスクのカプセルとの接続部を示す平面図である。
【図１３】従来技術を示す説明図である。
【図１４】従来技術を示す説明図である。
【符号の説明】
【００５７】
　１…舌位置制御装置、１０…装着部、１１…スプリント、１１Ａ…スプリントの内側湾
曲部、１２…カプセル、１３、６３…貫通孔、１４…圧発生装置、１６…チューブ、２０
…圧調製機構、２２…圧力センサ、２３…制御装置、２４…弁、３０…気液分離器、６４
…微小貫通孔、６５…接続部、７０…フェイスマスク、７２…前額保持部、７４…下顎保
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持部、７６…ワイヤ、７８…ホール
【要約】　　　（修正有）
【課題】閉塞性睡眠時無呼吸症候群（ＯＳＡＳ）を有効に改善するとともに、患者への心
身的負担が小さく、コンプライアンスの低下や副作用が生じにくい装置を提供すること。
【解決手段】下顎歯列に装着されるスプリント１１と、該スプリント上面の内側湾曲部に
配設され、該スプリントを下顎歯列に装着したときに舌の少なくとも一部を覆うように構
成されたカプセル１２であって、装着時に舌の先端部に位置する貫通孔を有するカプセル
と、からなる装着部１０と、陰圧を発生させる圧発生装置１４と、前記貫通孔と圧発生装
置とを連結するチューブ１６と、を備える舌位置制御装置１を提供する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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