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は じ め に

小児の睡眠呼吸障害（sleep disordered―breathing :

SDB）は，アデノイド（咽頭扁桃増殖）や口蓋扁桃肥大
が主な原因であり１，手術により著明な改善が期待され
る．小児 SDBの診断には，成人と同様に終夜睡眠ポリ
グラフ検査（Polysomnography : PSG）が推奨されてい
るが２，本邦において PSGによる術前後評価についての
データは乏しいのが現状である．その理由として，成人
と比べ小児の PSG検査はより労力を要するため，SDB

が疑われる症例すべてに対して PSGを行うことが難し
いことがあげられる３．今回われわれは，手術加療を行
った小児 SDB症例に対して，術前と術後１年目に PSG

を行い，その治療成績について検討した．

対象および方法

対象は，２００９年２月から２０１２年９月までの約３年７ヵ
月に，重度の SDBと診断された１２歳未満の小児で，
アデノイド口蓋扁桃摘出術を施行した症例のうち，合併
例を除外した３９例である．全３９例中，男児が３１例
（７９．５％），女児が８例（２１．５％）であった．年齢は２歳
７ヵ月から１１歳４ヵ月（平均５歳１１ヵ月），BMIは１３．０
から２０．８（平均１６．０±０．３３）であった．対象の全例で，
術前・術後に PSGを施行した．PSGの結果は，米国睡
眠学会が提唱する AASM（The American Academy of

Sleep Medicine）２００７年スコアリングマニュアルバージ
ョン２を参考に判定し４，閉塞性無呼吸低呼吸指数（Ob-

structive Apnea Hypopnea Index : OAHI），全睡眠時間
中で血中酸素飽和度が９０％未満となる割合（Cummula-

tive percentage at SpO２ below 90％：CT 90％），最低血
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小児の睡眠呼吸障害（Sleep Disordered―Breathing : SDB）は，アデノイド（咽頭扁桃増殖）や口蓋扁桃肥
大が主な原因であり，手術により改善が期待される．今回われわれは，手術加療を行った小児 SDB例で，術
後１年経過した時点で PSGを行い，その治療成績について比較検討を行った．
対象は，２００９年２月から２０１２年９月までに重度の SDBと診断されアデノイド・口蓋扁桃摘出術を施行した

１２歳未満の小児で，術前と術後１年目に PSGを行った症例３９例を対象とした．治療効果の判定は，AASM

２００７年スコアリングマニュアルに従い，独自の治療判定基準により比較検討を行った．
結果は，術前 OAHI２２．５±２．６３，術後 OAHI１．３±０．１７であった．効果の判定結果は，治癒１７例，改善２１例，

不変０例，悪化１例と，治癒・改善が９７．４％を占める良好な結果を得た．悪化の１例は，アデノイド再燃によ
る SDBの再発例であり，アデノイド再切除術を施行し，PSGにて治癒を確認した．
今回の結果では，従来の報告に比べて非常に良好であった．その理由として，先天性疾患や肥満などの合併

例を対象から除外していることがあげられる．SDBが重度であってもアデノイドや口蓋扁桃肥大が原因であ
れば手術により著明改善が見込まれる．しかし，アデノイドの再燃により SDB再発をきたした症例もあり，
しばらくの間は再発を念頭に経過観察を行う必要があると考えられた．
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中酸素飽和度（Lowest SpO2 : Low―SpO2）を計測した．
OAHIが１/時以上５/時未満を軽度，５/時以上１０/時未
満を中等度，１０/時以上を重度と判断した．加えて，保
護者に就寝後１時間程度経過した時点での睡眠中の呼吸
状態をビデオカメラで撮影してもらい，当科受診の時に
ビデオカメラを持参してもらい睡眠中の呼吸状態につき
確認した．OAHIで軽度や中等度と判定された症例で
も，強いいびきや努力呼吸を認める場合は重度と再判定
し，重度の SDB症例に対し外科的治療を推奨し，保護
者などから同意を得られた症例に対し，全身麻酔下にア
デノイド口蓋扁桃摘出術を施行した．アデノイド切除術
はマイクロデブリッダーを用いた．退院後は当科外来に
て経過を観察した．経過観察中に感冒罹患などによる鼻
症状が出現した際は近医耳鼻咽喉科や小児科にて加療を
受けるよう指導した．また，アレルギー性鼻炎や副鼻腔
炎を合併している症例では術前から使用している抗アレ
ルギー剤や去痰剤などの投与を継続した．術後１年目を
目処に PSGを再施行し，術前後の OAHIを比較して治
療効果判定を行った．判定では，術後の OAHIが１/時
未満の症例を治癒，術後の OAHIが５/時未満で術前よ
り５０％以上減少している症例を改善，術後の OAHIが改
善に満たない症例を不変，術後の OAHIが術前より増悪
している症例を悪化と定義した．また，CT90％や Low―
SpO2についても術前後で比較を行った．
統計学検定には，SPSS統計ソフトを用い，p＜0．05

をもって統計学的有意差ありと判定した．

結 果

術前の PSGは OHAIの平均が２２．５±２．５７/時であり，
OAHI ５/時 以 下 が３例（７．７％），５～１０/時 が４例
（１０．３％），１０/時以上が３２例（８２．０％）と OAHIで重度

と判定された症例がほとんどであった．CT90％の平均
は５．０８±１．５４％，Low―SpO2は７４．９±２．０３％であった．
術後の PSGでは，OAHIの平均が１．３±０．１７/時と著

明な低下を認めた．症例ごとの術前後の OAHIを比較す
ると，１例を除いた３８例（９７．４％）で OAHIの低下を認
めた（図１）．治療成績については，治癒１７例（４３．６％），
改善２１例（５３．８％），不変０例，悪化１例（２．６％）とな
った（図２）．
治癒・改善と判定した３８例について検討すると，CT90

％で術前の平均が５．０８±９．８７％であったのに対し，術後
は０．０５±０．０２％と著明な減少を認め，Low―SpO2も術前
７５．０±２．０８％から術後８７．５±０．９２％と良好な結果を得る
ことができた（図３）．
次に悪化を認めた１例について検討した．症例は術前

の PSGに て，OAHI ２３．６/時，CT90％ ５．１，Lowest―
SpO2 ７０％と重症 OSASを認めたため，５歳１０ヵ月時に
アデノイド口蓋扁桃摘出術を施行した．術直後よりいび
きや睡眠時無呼吸は消失し，術後経過は良好であった．
しかし，術後６ヵ月目にいびきの再発を認め，術後８ヵ
月目に，再度 PSGを施行したところ OAHI ２５．２/時，
CT90％ ６．８％，Lowest―SpO2 ６３％と SDBの増悪を認め
た．また，視診上もアデノイド再燃による上咽頭腔狭窄
を認めたため，アデノイドが SDB再発の原因と判断し，
術後１年目にアデノイド再切除術を施行した．その後
PSGを施行し，OAHI ０．３/時，CT90％ ０．０％，Lowest―
SpO2９４％で治癒と判定し診療を終了とした．

考 察

今回アデノイド口蓋扁桃摘出術を施行した３９症例の治
療効果を術前後の PSGで検討し，治癒・改善が９７．４％
という結果が得られた．他家の報告では，手術治療成績

図 1 術前，術後の OAHIの変化
３８例（９７．４％）で OAHIの減少を認めた．

図 2 当院におけるアデノイド口蓋扁桃摘出術の治療成績
治癒１７例（４３．６％），改善２１例（５３．８％），悪化１例
（２．６％）であった．
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は７５～１００％であり５－８，他家と比しても今回の手術成績
は非常に良好な結果を得ることができた．その理由とし
て，今回の検討では肥満や先天性疾患などの合併症例を
除外している点が考えられる．すなわち，肥満や先天性
疾患などを合併していない症例では，ほぼ全例において
アデノイド口蓋扁桃摘出術による効果が高いことを確認
することができた．
しかし，今回の検討では SDBの悪化を１例で認めた．

この症例では術直後より症状が消失し経過良好であった
が，術後１年以内にアデノイド再燃による SDBの再発
を認めた．アデノイド再燃について，小林らは症状再発
例の初回手術年齢は，非再発例と比較しても有意に低い
結果であったと報告している９．また，その時期につい
て佐藤らは術後３ヵ月以降であると報告している１０．一
般に，小児 SDB症例に対するアデノイド切除術・口蓋
扁桃摘出術の治療効果は高く，術後の経過が良好だと短
期間で診療を終了としやすいが，アデノイド再燃を生じ
る可能性を念頭において診療を行うべきと考えられ，特
に低年齢児では注意を要すると考えられた．

SDBの診断手技として PSGはゴールデンスタンダー
ドである５，１１．しかし，American Society of Pediatric Oto-

laryngologists（ASPO）による調査では，SDB疑いの児
の約２０％，アデノイド口蓋扁桃摘出術施行した児では約
１０％にしか PSGが行われておらず，術後に至ってはわ
ずか５％の結果であった１２．その理由としては，体動や
寝返りによりセンサーが途切れることやセンサーを外し
てしまうことが多く，検査を行うにあたり成人と比べて

様々な工夫や手間が要求されることがあげられる．さら
に，兄弟が幼少であるため育児上一泊入院が困難である
場合もある１３．そのため簡便なスクリーニング検査が用
いられることも多く，その中でもビデオ記録の信頼性は
高いとの報告がある５，１４．また，最近では無拘束式の多点
感圧センサーシートの臨床応用が期待されている１３，１５．
しかし，小児 SDBでは客観的評価に基づいた重症度判
定が難しく，手術適応については局所所見や保護者の意
向が尊重されることが多い．そのため，当科では，PSG

や局所所見のみならず睡眠中のビデオ記録などを総合的
に判断し，重症度を判定している．これにより AHIは
低値であるものの上気道狭窄により努力呼吸を呈してい
る上気道抵抗症候群に関しても診断することが可能であ
り，適切な治療方針を提示し，その後の治療を円滑に行
うことができた．特に，重度 SDBと判定した症例に対
して本人や保護者へ病状と手術治療の必要性について説
明を行う際に，手術後の睡眠呼吸障害の状態につき客観
的評価の必要性も説明することで，高率に術後も PSG

を行うことが可能であった．
近年では，生活の近代化や食の欧米化，運動不足によ

り，本邦でも高度肥満を合併した SDB症例が増加して
いる１６．アデノイドや口蓋扁桃肥大による上気道狭窄を
認める症例ではアデノイド口蓋扁桃摘出術が有効なケー
スもあるが，手術改善率が４６％との報告もあり１７，肥満
合併例を含めた検討を行った場合，治療成績が下がるこ
とが予測される．また，先天性疾患に伴う顎顔面形態異
常も含めた場合も同様な結果が考えられる１８．

図 3 治癒・改善と判定した３８例の検討
OAHI，CT90％，Low―SpO2の術前後の変化，各項目とも改善を認めた．
＊p＜0．05
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今後も引き続き PSGによる症例の蓄積に取り組み，
小児 SDB症例に対するアデノイド切除術・口蓋扁桃摘
出術の治療成績について検討していく予定である．また
肥満や顎顔面奇形などの先天性疾患を合併している
SDB症例との治療効果の検討や身体発育，生活面など
を含めた検討もしていく必要があると考えられた．

ま と め

肥満や先天性疾患を合併しない小児 SDB３９例につい
て，術前後の PSGについて比較検討を行った．３８例で
治癒，または改善と非常に良好な結果であった．しか
し，アデノイド再燃による悪化例を１例認めた．アデノ
イドの再燃による SDB再発も念頭に，術後もしばらく
は経過観察が必要であると考えられた．今後も症例の蓄
積を行い，手術の治療成績について検討するとともに，
肥満や先天性疾患合併例の治療成績についても検討の必
要もあると考えられた．

本論文の要旨は第２７回日本口腔・咽頭科学会（２０１４年
９月，札幌市）において発表した．
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Outcome of adenotonsillectomy for children with sleep disordered―breathing
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Objectives : Adenoid vegetation and palatine tonsil hypertrophy mainly cause sleep disordered―breathing（SDB）in

children. Pediatric SDB is highly improved by adenotonsillectomy. We studied the outcome of adenotonsillecomy using

the pre and post―surgery polysomnography（PSG）.
Methods : An adenotonsillectomy was carried out on a total of 39 children with SDB from February 2009 to Sep-

tember 2012. All patients were under 12 years of age at surgery. In accordance with the AASM2007 scoring manual,

the obstructive apnea―hypopnea index（OAHI）, cummulative percentage at an SpO2 below 90%（CT90%）and Lowest

SpO2（Low―SpO2）were measured, and the outcome of adenotonsillectomy was determined by comparison of the preop-

erative and postoperative results of PSG.

Result : The average value of OAHI was preoperatively 22.5±2.63/h, and postoperatively 1.3±0.17/h. There were

17 cases of “healed”, 21 cases of “improved”, and 1 case of “exacerbated”. Over 90% of children with SDB were healed

or improved by adenotonsillectomy. However, adenoid regrowth caused a recurrence of SDB in one case, in which ade-

noidectomy was performed again one year after adnotonsillectomy. PSG after the second surgery showed “healed”.

Conclusions : It was thought that adenotonsillectomy for children with SDB could mostly improve the breathing

during sleep with the exclusion of maxillofacial anomalies and obesity. However, adenoid re―growth could occur in

some of children with SDB after adenoidectomy. The follow―up of one year after surgery should be considered.

Key words : pediatric sleep―disordered breathing, polysomnography, adenotonsillectomy


