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抄録：２００４年１２月，「慢性の痛みしびれ外来」を開
設した。今回私たちは，開設後３年の実績を集計
し，今後の展望について考察したので報告する。新
患患者数・総症例数ともに，経年的に増加してい
た。３年間の総新患患者は，男性と比較し女性の方
が多く，約３．５倍であった。もっとも多い疾病は筋
筋膜痛症候群であり，全体の約３０％であった。症状
発症から当外来受診までの期間は，経年的に短く
なってきた。痛みは慢性化することにより難治の傾
向が見られる。よって早期受診のため，さらなる地
域への啓蒙活動が必要である。さらに，専門的な知
識を持った歯科医師の育成も急務となっている。今
後，上記の対策の強化を図り，患者のQOL向上の
ため努力すべきと考えている。

緒 言

近年，様々な痛みやしびれを訴えて来院する患者
が増加している。このような主訴を持つ患者のニー
ズに対応するため，東京歯科大学千葉病院では，
２００４年１２月に「慢性の痛み・しびれ外来」（以下「痛
みしびれ外来」）を開設した。
今回私たちは，「痛みしびれ外来」の機能をより

向上させる基礎資料とするため，開設後３年間の新
患患者の患者背景についてまとめ，今後の診療シス
テムの展望について考察したので報告する。

方 法

「痛みしびれ外来」開設後３年間の患者について
集計し，以下の項目について比較した。
１．新患患者数と総症例数
２００２年から２００７年までの患者推移について開設前
後の３年間に分けて集計した。
２．性別及び年齢
３．年ごとの初診患者の来院の経緯
「痛みしびれ外来」開設後，新患患者がどのよう
な経緯で来院したかについて，年別に調査した。な
お紹介経路は，医療機関，他科を経由，院内，及び
HPやメディアの４つに分類した。
・医療機関：開業歯科医院や総合病院などの医療
機関から直接紹介された場合。

・他科を経由：開業歯科医院や総合病院からの紹
介で，口腔外科または保存科外来に初診となっ
た後，１ヶ月以内に「痛みしびれ外来」へ紹介
となった場合。

・院内：１ヶ月以上院内他科で治療した後「痛み
しびれ外来」へ紹介となった場合。

・HPやメディア：患者自身がホームページや雑
誌などのメディアを見て直接来院した場合

４．年別新患患者の疾病分類
疾病の分類は，三叉神経痛，顔面神経麻痺，帯状

疱疹・帯状疱疹後神経痛，舌痛症・BMS（burning
mouth syndrome），関節包・靱帯障害（顎関節症Ⅱ
型），外傷後知覚異常，歯科疾患，非定型顔面痛・
非定型歯痛，筋筋膜痛症候群および疼痛性障害とし
た。なお疾病の総症例数は，患者によっては２つ以
上の疾病が併発していることもあるため，延べ疾病
数とした。なお，診断は歯科麻酔科に専従している
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歯科麻酔専門医が行った。
舌痛症・BMSは，舌や口蓋部に灼熱感や異常感

覚を伴う患者とした。なお今回は，明らかに精神的
な因子も認められるが，舌や口蓋部に灼熱感や異常
感覚を呈する患者も含めた。外傷後知覚異常は，抜
歯，インプラント手術，骨折，嚢胞摘出または腫瘍
切除による，三叉神経第２枝もしくは第３枝に対す
る外傷による知覚異常とした。非定型歯痛・非定型
顔面痛は，明らかな局所的な原因が認められない，
Ｘ線診査状異常が認められない，４ヶ月異常痛みが
持続しているなど，Pertes らの診断基準１，２）を満た
す，顔面痛もしくは歯痛が起こっているものとし
た。歯科疾患は，歯髄炎や歯周炎の他に，上顎洞炎
やドライソケット，インプラント周囲炎も含めた。
５．各年の発症から受診までの期間
各年における初診患者が，発症してから「痛みし

びれ外来」へ受診になるまでの期間を調査した。

結 果

１．新患患者数と総症例数（図１）
「痛みしびれ外来」開設前の新患患者数は，２００２
年は３９名，２００３年は５６名，２００４年は６３名であった。
開設以降の２００５年は８３名，２００６年は８８名，２００７年は
１１４名で，年々増加していた。特に，２００７年では２００２
年の約３倍の新患患者が受診していた。
総症例数は，２００２年１０４７例，２００３年１７９４例，２００５

年１８１６例であった。「痛みしびれ外来」開設後は，
２００５年２５１５例，２００６年２１４０例，２００７年２５９７例であっ
た。２００６年に総症例数は減少が見られたが，２００７年
の総症例数は２００２年の約２．５倍となり，新患患者数

の推移と類似した傾向が認められた。
２．性別及び年齢（表１）
「痛みしびれ外来」開設後の３年間における新患
患者は２８５名で，性別は，各年ともに女性が男性よ
りも多く，３年間では男性６４名女性２２１名と，女性
は男性の３．５倍ほど初診となっていた。平均年齢は，
男性５５．２±１７．６歳，女性５２．０±１７．１歳とほぼ同じで
あった。年代別では，６０歳代の新患患者が最も多く
みられ，次いで５０歳代で，最年少患者は１７歳，最高
齢患者は９０歳であった。
３．年ごとの初診患者の来院の経緯（図２）
「痛み外来」開設初年度の２００５年は，「院内」が
３７．４％と最も多く，ついで「医療機関」の３１．３％で
あった。しかしながら，翌年からは「医療機関」が
最も多い割合を示し，２００６年は３４．８％，２００７年は
４５．６％と「痛みしびれ外来」へ直接，またいったん
他科へ紹介されたが１ヶ月以内に紹介され受診する

表１ 新患患者 患者背景

２００５ ２００６ ２００７ ２００５～０７

男性：女性 １６：６７ ２４：６４ ２４：９０ ６４：２２１

年齢 ５２．４±１５．５５４．７±１７．３５０．４±１８．１５２．３±１７．１
（２０～８４） （２４～８８） （１７～９０） （１７～９０）

年
代
別

～２０ １ ０ ３ ４
２１～３０ ５ １２ １６ ３３
３１～４０ １５ １２ ２１ ４８
４１～５０ １４ １１ １４ ３９
５１～６０ ２１ １２ １８ ５１
６１～７０ １７ ２９ ２４ ７０
７１～８０ ６ ９ １４ ２９
８１～ ４ ３ ３ １０

図２ 年ごと 紹介元別新患患者数

図１ 年別新患患者数・症例数
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患者が急増してきた。また，この３年間「他科を経
由」は２５～６％前後であるが，紹介患者数は増加し
てきている。また「院内」は，総新患患者数の割合
は減少してきているが，新患患者数自体は各年共に
ほぼ同数であった。
４．年別新患患者の疾病分類（図３）
「痛みしびれ外来」開設後３年間で，最も多かっ
た疾病は筋・筋膜痛症候群で総新患患者の２８．４％を
占めていた。ついで外傷後知覚異常が多く，２００５年
１６例，２００６年１４例であったが，２００７年では２６例と急
な増加が見られた。知覚障害の原因は，抜歯後３９症
例，インプラント埋入後１３症例，骨折や嚢胞摘出後
が４症例であった。
５．各年の発症から受診までの期間（図４）
症状の発症から「痛みしびれ外来」初診までの平

均期間は，２００５年は約７０９．４日であったが，２００６年
は約５３９．７日，２００７年は約３３９．７日と短縮されていた。

考 察

近年の基礎研究や臨床研究によって，慢性疼痛や
神経障害によるしびれの病態は多様で，かつ複雑で
あることが解明されてきた。したがって，治療に際
しては専門的な知識と経験が要求される。外来開設
以前も，歯科麻酔科外来の業務の一つとして，慢性
の痛みやしびれに対する診療をおこなってきた。し
かし，患者自身や医療機関は，どの科に受診すれば
良いのかわからないという状況であった３）。このよ
うな背景から，２００４年１２月，「慢性の痛み・しびれ
外来」が開設された。
二宮ら４）は，「慢性の痛み・しびれ外来」の開設前

年の２００４年と開設後の２００５年の歯科麻酔科外来総患
者数を比較すると，最も増加したのはペインクリ

ニック患者であると報告している。本研究では，そ
の後の開設から２００７年までの３年間について新患患
者数と総患者数を検討した。「痛みしびれ外来」開
設後，総新患患者数は２８５名，総症例数は７２５２症例
と外来開設以前の患者数・症例数を大きく上回って
きている。「痛みしびれ外来」開設３年目となる
２００７年の新患患者数は，開設前の２００４年と比較する
と約２倍，総症例数は約８００症例の増加が認められ
た。２００６年は歯科麻酔科スタッフの移動等もあり十
分なマンパワーが確保できなかったためか，一時的
な症例数の減少という結果となった。
患者背景のうち，性別は各年ともに男性と比較し

女性が多く２００５年は４．２倍，２００６年は２．７倍，２００７年
は３．８倍であった。年齢分布は，６０歳代の患者が多
く，ついて５０歳代が多い結果が得られた。これは
筋・筋膜痛患者の受診が最も多いことに起因してい
ると考えられる。今村ら５）によると，歯およびその
支持組織をのぞいてもっとも口腔顔面領域の痛みの
原因となる頻度の高い組織は筋肉である。そして，
筋筋膜痛患者は女性で４０～６０歳に多く見られる６）と
言われていることから，今回の集計において４０～７０
歳の女性が多く来院していた。また外傷性知覚異常
の急な増加は，下顎へのインプラント手術の増加と
関連性があるのかもしれない。
初診の経緯は，経年的に「医療機関」から「痛み

しびれ外来」に直接紹介されて来院する患者の割合
が多くなってきている。これは，２００５年に専門外来

図３ 年ごと 疾病別新患患者数

図４ 各年の発症から受診までの期間
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開設に関する説明会を地域開業歯科医師に対して開
催したこと，また２００６年８月に発行された「千葉歯
報（千葉デンタルリポート）」７）によって当外来の存在
が地域歯科医師の目に触れる機会が多くなったこと
によるものと考えている。また「痛みしびれ外来」
開設以降，経年的に疾病発症の早い時期から来院す
る患者が多くなってきている。これは「痛みしびれ
外来」の存在が地域の医療機関に認知され始めてい
ることによると思われる。しかしながら，当外来は
新聞，雑誌などの報道関係やインターネットへの情
報提供が乏しく，医療従事者からの紹介ではない
「HPやメディア」を介しての患者の来院は全体の
約５～８％と最も少ない結果であった。今後，患者
数の増加を見込むためには，各種報道機関を通して
「痛みしびれ外来」の活動内容を提示し，より積極
的な宣伝活動を行う必要があると考えられる。
疼痛は罹患期間が長くなるほど，難治の傾向があ

る。細井ら８）は，長期に疼痛を抱えていると，苦痛
のみでなく苦悩も加わり，患者の過去に体験した個
別性が前面に出て言語的に表現される，学習性疼痛
に至ってしまうためと報告している。したがって，
早期に痛みやしびれの治療が開始できるように，地
域医療機関への啓発活動の継続と，地域住民への認
識を高める努力が必要である。また，新患患者数は

年々増加していたが，２００６年の一時的なマンパワー
不足から症例数の減少が示すように，人員的な面に
おける十分な診療体制が整っているとは言い難い。
したがって，慢性痛や神経障害に対する専門的な知
識を持った歯科医師の教育・育成に対しても十分な
努力が必要であると考えられた。

本論文の要旨は，第２１回日本歯科医学会総会（２００８年１１月
１５，１６日，横浜）で発表した。
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We established an outpatient clinic for chronic pain and numbness in December 2004．
Here，we retrospectively review the established 3-year clinical outcomes and consider our prospects．
Both number of new patients and total cases increased year-by-year．
Number of female patients was approximately 3.5-times greater than male patients in the total number

of new patients throughout the three years．
The most common disease was myofascial pain syndrome，which accounted for 30% of all diseases．
The period between the date of occurrence and consultation at our outpatient clinic decreased year-by

-year．
Long-term pain tended to make pain refractory．
Therefore，we should engage in educational activities and encourage early consultation in the local

community． （The Shikwa Gakuho，１１０：１２７～１３１，２０１０）
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