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皆様こんにちは。今日は大勢の方においでいただ
きありがとうございます。ただ今，橋本先生からご
紹介いただきました一戸達也と申します。私，実は
５年前の第３回の時にお話をさせていただきまし
た。その時はスポーツ歯科の石上先生とご一緒で，
私がお話ししたのは静脈内鎮静法という方法につい
てでした。点滴を付けて何も分からないお昼寝をし
ているうちに歯科の治療を受けませんか？ という
お話をさせていただきました。お陰様で，静脈内鎮
静法で治療を受ける患者様は，千葉病院だけで年間
３千何百人いらっしゃいます。もう極めて一般的な
方法ですので，もしそういう方法がご入り用でした
ら，歯科麻酔科にお申し出くださればと思います。

また，日頃は東京歯科大学が大変お世話になりま
してありがとうございます。先程もご紹介がござい
ましたが，大学としては水道橋に移転をいたします
けれども，この病院はちゃんと残ります。病院は地
域のために活動する場ですので，皆様のお役に立つ
ように引き続き病院として活動して参ります。大学
としてはこの３０年間，地域の方々に大変お世話にな
りまして，お世話になっただけではなく，たまには
学生がご迷惑をおかけして，大変申し訳なく思って
おりますが，そのことも含めて大変お世話になりま

してありがとうございます。引き続き東京歯科大学
千葉病院をご愛顧いただきますようにお願いいたし
ます。

今日の本題に入りますが，この後１４時３０分から管
弦楽部の演奏会がございますので，是非そちらにも
おいでくださいますよう，前座ということでお話を
聞いて下さればと思います。

今日は，２つテーマについてお話させていただき
ます。日頃この講演会では，いわゆる歯科の治療に
関連した話題が多かったと思いますが，少し赴きを
変えまして，「こんなことも歯科とかなり深い関係
があるんですよ。」ということをまず最初のところ
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でお話いたします。それから，この中にもきっとい
らっしゃると思いますが，「虫歯もない，歯周病も
ない，だけど歯が痛い。歯科医院に行っても『大丈
夫だよ。気のせいだよ』といわれてしまう。だけど
ずっとズンズン痛い。」という方がいらっしゃれば，
もしかしたらここでお話しするような状態かもしれ
ません。ですので，今日はこれらの２つのテーマに
ついてお話しさせていただきたいと思います。

まずは COPD というお話です。この名前をお聞
きになったことがある方はどの位いらっしゃいます
か？ 沢山いらっしゃいますね。はい，ありがとう
ございます。最近，結構有名になってきています。
肺の病気というと肺炎，インフルエンザ，あるいは
喘息ですね。そんな病気が大変有名ですし色々話題
になりますが，最近，この病気がとても話題になっ
ています。慢性閉塞性肺疾患という名前ですが，英
語に省略すると COPD という名前になります。

COPD は別名，タバコ病とも呼ばれます。実は，
タバコというのは身体の色々な所に悪さをします。
ストレス解消のためにタバコを吸う，あるいはお酒
を飲む。これはある程度は仕方がないのかもしれま
せん。私自身もお酒は飲みますが，タバコは２３年前
に禁煙して未だに続いておりまして，何とかやって
います。タバコは COPD だけではなく，この後に

出てきます歯周病ともすごく深い関わりがあるとい
うことです。ですので，タバコ病として COPD に
軽くてもかかっていらっしゃる方がいるとしたら，
その方は口の中もちょっと要注意です。歯周病が普
通の方よりずっと進行する確率が高いのです。

COPD は，昔は慢性気管支炎，慢性肺気腫とい
う病名だったんです。これが現在の考え方として，
慢性閉塞性肺疾患に統一されました。しかし，その
中には様々な病態が含まれています。総称として
COPD という言葉が使われるようになったという
ことです。図１は COPD のイメージです。左側は，
昔で言うところの慢性肺気腫です。右側は慢性気管
支炎という状態です。

まず，慢性肺気腫です。ここに書いてあるビール
樽状の胸郭。歳をとられて，すごく胸が厚くて，「あ
の人ガタイがいいね，マッチョマンだね。」という
ようにみえる人の何割かは，実は慢性肺気腫なんで
す。こんなに体格がいいのに，歩くとすぐ息切れちゃ
うという方は慢性肺気腫なんです。だから必ずしも
ガタイがいいからいいってものではありません。こ
ういう方は動くとすぐ息が苦しくなっちゃいます。
慢性肺気腫の方は痰は少ないんですが，酸素をうま
く体の中に取り込めないので，長く続くと指先がい
わゆるチアノーゼという状態になります。酸素が足

図１ 慢性閉塞性肺疾患（COPD）
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りなくてツメの色が悪くなる，唇の色が悪くなる。
プールに長く入っていると唇が紫色になりますよ
ね。あれがツメにも，あるいは体中にそういう症状
が出ます。ちょっと注意していただきたいのが，口
すぼめ呼吸という症状です。これは，実はあまり目
立たない症状なんですが，我々にとってすごく大事
な症状です。息を吸う時は普通に息を吸います。そ
して，吐くときに口をすぼめて吐くような感じ。こ
ういう呼吸をされます。これは慢性肺気腫，あるい
は慢性気管支炎で，病気の進んだ方の症状で，無意
識のうちにこうすると息が楽なんですね。だから，
こういう息をされている患者様は，歯科医院で「は
い，大きな口開けて下さい。鼻でゆっくり深呼吸を
して下さい。」といわれても苦しくて仕方がない。
歯科医師も知らなければいけませんが，皆様も，も
し COPD という病気になってしまったら「長時間，
口を開けていると辛いんですよ。」ということをき
ちんと歯科医師に伝えていただきたいんですね。

一方，慢性気管支炎の方は，痰の量が多いです。
痰が出て，痰が気管支に詰まっているので，酸素が
取り込みにくいからやっぱりチアノーゼになりま
す。いずれにせよ，こういうことで肺の，特に細い
気管支ですとか，肺胞ですとか，そういう一番奥の
方に病気があって，うまく酸素が取り込めないため
に酸素不足になって，最後にはチアノーゼという状
態，息が苦しくなる，そんな感じで進んでいく病気
が COPD です。

COPD の要点をまとめると表１の４点にまとめ
られます。ただタバコだけではなくて，実は煙はみ
んな悪いんです。今，ちょうど７月のお盆が終わっ
て，今度８月の旧盆になりますが，お線香の煙はとっ
ても悪いそうです。毎日毎日お線香をあげられてい
る方は，お線香の煙は少し遠ざけていただきたいと
思います。煙の非常に小さい粒が肺の中に入って，
これはタバコと一緒で COPD を悪くするきっかけ
になります。ですので，お線香も程々にしていただ

ければと思います。その他にも煙は基本的になるべ
く吸わないということです。

COPD の治療のために，最近はとてもいい薬が
増えてきました。治療の基本はなるべく歩いていた
だくことと，薬を早いうちから使っていくというこ
とです。その代表の薬が，難しい名前が書いてあり
ますけども，抗コリン薬と気管支拡張薬，後はステ
ロイドホルモンです。お薬のことはもちろん内科の
先生に相談していただいて，何よりも動いていて「息
が最近ちょっと苦しいな。何かちょっとすぐに苦し
くなっちゃうなぁ。」という方は早めに呼吸器内科
を受診してください。呼吸器内科に行っていただい
て，昔でいう肺活量検査ですね，あの検査が一番簡
単に COPD をみつけることができます。COPD の
方達は運動がなかなかできなくなって，栄養も摂れ
なくなって，最後は非常に筋肉が弱くなってきます。
そうすると，後でも出てきますが誤嚥性肺炎になり
やすくなってしまいます。誤嚥性肺炎を起こしやす
いということですから，お口の中も常に綺麗にして
おいていただかないと肺炎を悪化させてしまうとい
うところで，内科と歯科の連携がないと COPD の
方の健康な生活が保てないということになります。

日本では，全体で１万６千人位が COPD で年間
に亡くなっています。タバコ病ということもあって
男性の方が約８０％です。この数が多いか少ないかと
いうことなんですけれども，昨年の日本全国の交通
事故死者数は４，４５１人です。その昔は１万人くらい亡
くなっていたのですが，どんどん交通事故死者数も
減って，もちろん重症の方はこれ以外にもたくさん
いらっしゃいますが，亡くなる方は４，４００人位です。
その交通事故死者数よりも４倍位多いのが COPD
なんです。ですから，やっぱりあなどれません。無
視できないということになります。

私が実際に経験した患者様のお話です。その当時，
慢性気管支炎という診断名でした。昨日まで入院さ
れていて，長いこと入院していましたから入れ歯が
合わなくなったんですね。ある時，東京都の障害の
ある方達を中心に拝見する，口腔保健センターとい
う所にお嬢さんと一緒に来られました。７０代の男性
の方です。昨日まで入院されていた方ですから，こ
れはやって来るのも大変，歩くのも大変です。そし
て，典型的な口すぼめ呼吸をされていたんです。先

表１ COPD と歯科とのかかわり

１．タバコ煙を主とする有害物質の長期にわたる吸入曝露
２．慢性の咳，喀痰，体動時呼吸困難
３．薬物療法（抗コリン薬，気管支拡張薬，ステロイド）
４．栄養障害と筋力低下
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ほどの慢性肺気腫，慢性気管支炎がひどくなると
「ふぅ」ってやりますよ，というその呼吸をされて
いたんです。私は入れ歯を作るのは専門ではないの
で，隣で血圧，脈拍，酸素の量を測る機器の値をみ
ていて，あるいは患者様のお顔を拝見していて，「口
すぼめ呼吸だ，これはちょっと危ないなぁ」と思い
ながら脇でみていたんです。でも，入れ歯が合わな
いと食事ができませんからということで，治療の担
当の先生が，じゃあ入れ歯を作りましょうと上下の
総入れ歯を作ることにしたんです。口腔保健セン
ターは様々な障害のある患者様が沢山おいでになる
ので，治療の間隔がどうしても２週間から３週間の
日程になってしまうんです。順次，型を取り，噛み
合わせをみて，「試適」といいますが，入れ歯を試
しに入れてみて，ということをやっている頃には退
院されて１ヵ月，１ヶ月半経っていますから元気に
なられていました。いつもニコニコしながらやって
来られていました。ところが，いよいよ今日入れ歯
を入れるというその日に，また口すぼめ呼吸が始
まっていたんです。治療の先生は入れ歯を入れてく
れたんですが，私は帰りがけに「あなたは慢性気管
支炎が再発しているから，必ずこのまま内科に行っ

て下さい」と話しました。ご本人もこういう症状が
出ているわけで，多少辛くなっていますから，分か
りましたということですぐに内科に行ってくれまし
た。そうしたら，そのまま入院になってしまいまし
て，実は入院だけではなくて，翌日，急性呼吸不全
で亡くなってしまったんです。だから，ご身内でも
あるいはお友達でも，もしこういう症状が出ている
方がいらっしゃったら，「それは決して油断しちゃ
いけないよ。ちゃんと内科の先生の所に行って，お
薬をちゃんと飲んでいないと急性に悪くなることが
ありますよ。」ということを教えてあげていただき
たいと思います。

難しい図ですが，これはインターネットをご覧に
なられる方であれば，インターネットですぐこうい
う図が出てきます（図２）。「安定期 COPD の管理指
針」ということでガイドラインが出ています。気管
支を拡げることで息を楽にする。それと同時に運動
をし，栄養状態を改善し，できるだけ禁煙をしましょ
う。それからもうひとつは，この病気は特に冬です
ね，インフルエンザになってしまうと，あっという
間に病気が悪くなって命取りになります。ですから，
ワクチン接種というのはすごく奨められています。

図２ 安定期 COPD の管理指針
（日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第３版，２００９）
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更には色々な全身の病気を抱えてしまうので，そち
らの方の管理もしましょうということです。COPD
という肺の病気は，実は全身の様々な所に悪さをす
ることが分かっています。

以上のようなことをふまえて，COPD と歯科と
の関わりをこの４点からお話をさせていただきたい
と思います。まずはタバコ病ですね。タバコという
のはどんなことに繋がるかというと，歯科の場合に
は先程もお話しましたが，環境因子から見た歯周病
の最大のリスクファクターです。疫学調査によれば，
喫煙者は非喫煙者に比べて２倍～８倍くらい歯周病
に罹患しやすいことが分かっています。また喫煙は，
歯周病の治癒を遅延させるということも分かってい
ます。それなら，タバコを吸っていて歯周病になっ
て歯がぐらぐらになって抜けたら，インプラントで
も入れればいいじゃないかと思われるかもしれませ
ん。ところが，インプラント失敗しちゃうんですね。
ヘビースモーカーの方と糖尿病の方。こういう方は
傷が上手く治りません。インプラントを失敗する可
能性が高いです。タバコも止めない，糖尿病もコン
トロールしない，それでもインプラント入れてあげ
ますよという歯医者にかかるのはやめて下さい。千
葉病院で口腔インプラント科においでになると，最
初に色々な検査をさせていただきます。それは，本
当にインプラントが成功するかどうかちゃんと見極
めないと，高いお金をいただくわけですから，途中
で「やっぱりダメだったね」などということは許さ
れないということです。ですから皆様も「歯が抜け
たらインプラントがあるさ」，入れ歯は「入れ歯が
あるさ」でいいんですが，「インプラントがあるさ」
という安易な思いでインプラント治療を受けないで
いただきたいと思います。ご自身の身体，ご自身の
色々な状況をよく理解していただいた上で，インプ
ラントがきちんと高い成功率でできるのか，受けら
れるのかということをよく担当の歯科医師と相談し
ていただいきたいと思います。しかも歯周病はたく
さんの病気の元になっています。少なくとも，今，
本当に疫学調査ではっきりしていることは，糖尿病
があると歯周病が悪化するということ。これは確か
です。糖尿病の第６の合併症は歯周病です。一方，
歯周病があると糖尿病が悪化するという，疫学的な
しっかりした証明はまだなされていません。ただし，

相当濃厚な関連があるだろうということは分かって
います。その他にも，歯周病の病巣には色々な悪玉
菌がいます。これが全身にまわっていくと，全身の
様々なところで悪さをするということがいわれてい
ます。この多くは充分な客観的な証拠はないにせよ，
かなりの確率でこれは確かだろうというものばかり
です。例えば狭心症，心疾患ですね，併せて脳血管
障害，あるいは妊娠のトラブル，色々あります。で
すので，こういうものは結局タバコが元で COPD
になってしまう。タバコが元で歯周病が悪化してし
まう。どちらもその結果，全身に色々な影響が出て
くるということですので，ここはぜひ，タバコのこ
とをちょっと思い起こしていただきたいと思いま
す。COPD もそうですし，歯周病も万病の元かも
しれないということです。

それから，咳とか痰とか息切れのお話です。私達
がよく使う息切れの分類に Hugh-Jones（ヒュー・
ジョーンズ）分類というのがあります。呼吸器に病
気があっても，「健康な人と同じように動けますよ。
息も切れません。」という方がこの H-J 分類の１度。
それから，「同じ年齢の健康な方と同様に歩行でき
るけれど，坂とか階段はちょっとゆっくり，途中で
少しゆっくり歩く，２階まで３階まで上がれるけど
少しゆっくり。」というような感じの方が２度。そ
れから，「健康な方と同じようなスピードでは歩け
ないけれど，２０～３０分散歩はできます。」という方々
が３度。それから４度というのは「休みながらでな
ければ５０メートルも歩けない」という方。そして，５
度は「極めて高度な息切れで，息切れのため外出で
きない。」という方達です。我々の立場からみると，５
度という方は外出できないですから病院に来られま
せん。病院にお出でにならないので，我々からする
と従来は診療の対象にならなかったんです。ところ
が最近はいわゆる訪問診療ですね，我々が患者さん
のお宅に伺うことが，一般的になっています。この
病院でも訪問診療チームがありますから患者様のご
自宅で歯科治療を行うようになっています。
１，２，３度くらい，このくらいのレベルであれば，
街の歯科医院でも概ね問題なく歯科治療を受けるこ
とができます。もし，４度という方がこの中にいらっ
しゃったら，今日ここに来るのとっても大変だと思
います。多分来られないと思いますが，もし，これ
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に近いなとご自身で実感される方は，これは東京歯
科大学を含めて大きな病院を受診された方が安全で
す。これは肺や心臓の機能がかなり悪くなっている
からです。ですので，２階まで一気に息切れずに上
がれる，２０～３０分散歩しても大丈夫という方は，東
京歯科大学でなくても街の歯科医院でも大丈夫です
が，もし「いいえ」であれば，大きな病院を受診さ
れたほうが安全だろうと思います。

歯科治療では色々な材料を使います。ご存じだと
思いますが，入れ歯を修理するための材料はツーン
とくる独特の匂いがする有機溶媒です。それから削
りかすが飛んだり，歯の根っこの消毒のために使う
薬もまたツーンとくるんですね。COPD の方や喘
息の方は，こういうのをきっかけにして息が苦しく
なっちゃうことがあるんです。そんなこともありま
して，ぜひ，歯科医師に教えていただきたいんです。
「匂いの強いものを嗅ぐと，あるいは刺激のあるも
のを嗅ぐと咳が出て止まらないんです。」と。そう
したら歯科医師も充分に注意します。それから，も
うひとつは先程の口すぼめ呼吸ですね。「長時間，
口を開けていると，息が苦しくなることがあるんで
す。」これは是非教えていただきたいと思います。

お薬のことを少しお話しします。COPD では抗
コリン薬と気管支拡張薬のふたつのお薬を飲みます
が，それ以外にも表２に書かれているような薬をお
飲みの方がいらっしゃるかもしれません。こういう
薬が全部口腔乾燥症を起こします。口乾きというの
は色々な薬の代表的な副作用です。もし，口乾きで
お困りの方がいらっしゃいましたら，もちろん内科
の先生に相談していただくことも大事ですが，もし

薬を変えてもらうことが難しい時は，漢方薬も含め
て口乾きに対する治療がいくつか出てきています。
千葉病院の口腔外科を受診していただくと色々なご
相談に乗ることができると思いますので，ぜひお声
がけいただければと思います。

それから，栄養障害と筋力低下というお話です。
栄養障害，筋力低下が起こり，お年寄りで元々飲み
込みが上手くいかないということがありますと，飲
み込み損ねて物が気管や気管支に入ってしまう誤嚥
を起こします。脱水とか栄養状態が悪いと誤嚥をし
た時に肺炎がすごく起こりやすくなってしまう，治
りにくくなってしまうんですね。肺炎が起きると，
体力が低下してまた栄養障害になってしまうという
悪循環が起きるわけです。しかも脱水が起きますと
血液が濃縮してしまうので血管が詰まりやすくな
る。その結果これまた脳梗塞，あるいは心筋梗塞に
なって，どんどん病気が進んでいくということにな
ります。先ほどの COPD の常用薬のうちの抗コリ
ン薬，気管支拡張薬などの薬は，実は胃から食道に
逆流をすることを起こしやすくする性質がありま
す。もちろん量にもよりますが，こういう薬を中途
半端な量，定められた量ではなくてご自身で勝手に
判断して多い量を飲んでしまったりすると，胃から
食道に胃液が逆流して，それが喉まで上がってくる
と誤嚥性肺炎の元になってしまいますので要注意で
す。それから，もう一つは先ほども出てきましたス
テロイドホルモンです。ステロイドホルモンという
のは，感染に対する抵抗力を弱める性質があります。
ですから，これもまた肺炎に一度なってしまうとと
ても危ないです。従って，内科の先生の指示をきっ
ちり守って，薬を正しく使っていただきたいと思い
ます。これは COPD を悪くしないだけではなくて，
歯科にも深い関わりがある誤嚥性肺炎を予防すると
いう意味でもとても大事なことです。更には，当然
のことながら，口の中が汚いと誤嚥性肺炎のリスク
が増加してしまいます。ですから定期的な口腔ケア，
これは是非やっていただきたいと思います。COPD
の方ももちろんですが，その他の方も定期的な口腔
ケアというのがやはり大事だということです。お年
寄りは，こんなことで誤嚥性肺炎を起こしても，実
は３分の１は熱が出ません。むしろ，症状としては
食欲不振とか無気力というのが肺炎の症状です。こ

表２ 口腔乾燥症を起こしやすい薬物

１．鎮静薬
２．抗うつ薬
３．抗けいれん薬
４．中枢性筋弛緩薬
５．抗パーキンソン薬
６．抗精神病薬
７．抗コリン薬
８．抗ヒスタミン薬
９．H２受容体拮抗薬
１０．降圧薬
１１．利尿薬
１２．気管支拡張薬
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こしばらく，数週間くらい，１か月くらい「食事の
後に，いつもちょっと咳こんで，痰がからんでいる
ような感じがしてたんだよね。」というおじいちゃ
ん，おばあちゃんが，ここ昨日，一昨日あたりから
なんか食欲がない，それから，何よりも元気がない，
にこにこもしてくれない，冗談言っても笑ってくれ
ない，などというのも実は肺炎ということがありま
す。お年寄りの肺炎は，３分の１は熱が出ないとい
うことはぜひご記憶いただいて，もしお身内にそう
いう方いらっしゃったら，注意をしていただきたい
と思います。

ということで，COPD と歯科との関わりをまと
めますと，ぜひ禁煙は考えていただきたいと思いま
す。それから，ご自身が COPD の場合には，治療
の前に体調をお知らせいただきたいと思います。そ
れから，お薬が色々あります。口腔乾燥，誤嚥性肺
炎に関連しますのでご注意いただきたいですし，ま
たご相談いただければと思います。栄養障害・筋力
低下ということで誤嚥性肺炎にご注意いただきたい
と思います。そういうことで，ここまで COPD の
お話をさせていただきました。

残り時間僅かですが，「虫歯がないのに歯が痛い
患者さんへ」のお話をここでさせていただきたいと
思います。難しい話で申し訳ないですが，痛みとい
うのは実は３つに分けられます。痛みの分類ですね

（表３）。難しい言葉ですが，侵害受容性疼痛。侵害
というのは要するに，ぶつけたとか切ったとか侵害
刺激という言葉があるんですが，身体に対して害を
及ぼすことです。その侵害刺激によって，神経の末
端にある痛みの受容器が興奮してインパルスと呼ば
れる電気信号が発生し，それが脳に伝わって痛みを
実感する，これが侵害受容性疼痛です。虫歯や歯周
病の痛みがまさしくこの侵害受容性疼痛です。それ
に対して，神経障害性疼痛は，そのひとつに三叉神
経痛という病気があります。三叉神経痛という病気
は，頭蓋骨の中で血管が三叉神経を圧迫して，ここ
でいきなり電気信号が出ちゃうんです。痛みの受容
器のところで電気信号が出るんではなくて，神経の
途中で電気信号が出てしまう，これが神経障害性疼
痛です。もうひとつは，この神経の途中で神経が切
れてしまう場合があります。例えば，不幸なことに
親知らずを抜いたときに下顎の骨の中の神経を傷つ

けてしまった。インプラントの手術をしたら下顎の
骨の中の神経を傷つけてしまった。神経を切ってし
まった。そうすると，皆さんはイメージでおわかり
だと思うんですが，木の枝切りますよね，そうする
と切り株に樹液が出てきて，モコモコっとなります
よね。神経も傷つけるとモコモコができます。神経
は頑張って延びようとしてモコモコができてきま
す。ところがうまく延び損なっちゃうと，樹液の固
まりのように，そこに神経腫という固まりができま
す。これは神経の線維の固まりで，ここからいつも
いつも電気信号が出てしまうようになります。神経
を傷つけると，感覚がなくなると思われるかもしれ
ませんが，そうではなく，神経を傷つけた後にしび
れが出て，しばらくすると，今度はビリビリビリビ
リ痛みが出てくるようになります。これが神経障害
性疼痛です。それからもうひとつは心因性疼痛です。
これはなかなか難しいです。上手く説明がつかなく
て，気のせいじゃないのと言われやすいんですが，
精神的な原因によって痛みが出ます。このように，
痛みは侵害受容性と神経障害性と心因性の３つに分
けられます。

歯科の痛みを，今度は歯あるいは歯周病などの歯
科的な原因による痛みと，そうでない痛みという風
に分けて考えてみます（表４）。こんなにたくさん，
いわゆる虫歯や歯周病が原因ではない痛みがあるん
です。ところがこれがなかなか現実には残念ながら，
歯科医師でも認識が少ない部分でもあります。

非歯原性歯痛についてご説明します。痛いけれど
虫歯や歯周病がない。それから，例えば風をかけた
ところで全然痛みもない，痛みが変化しない。冷た
い水を含んだところで痛みが変化しない。虫歯であ
れば麻酔の注射をすれば痛みが消えます。ところが
非歯原性歯痛は歯が原因ではありませんから，虫歯

表３ 痛みの分類

１．侵害受容性疼痛
神経終末にある痛み受容器の興奮によって発現する痛

み。虫歯や歯周病の痛みなど。
２．神経障害性疼痛

神経線維そのものの興奮が高まって発現する痛み。神
経痛や複合性局所疼痛症候群など。

３．心因性疼痛
原因となる身体的異常がなく，心理的あるいは社会的

要因によって起きていると考えられるもの。
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の所に注射をしても痛みはなくなりません。最も多
いのは筋性歯痛というものです。筋性歯痛というの
はズキンズキンせず，一日中，朝から晩まで比較的
ずーっと長いこと続く鈍痛の場合が多いです。とく
に筋の活動で痛みが増えるので，朝よりも夕方の方
が筋肉が疲れていますから，夕方に痛みが強くなり
ます。筋性歯痛では，「この歯が痛い」ってあまり
わからないんです。この辺のどこかが痛いっていう
感じですね。代表的なのが３つあります（図３）。ま
ずは咬筋という，これは下顎の外側ですね。この筋
肉に凝りがある。肩凝りと一緒です。凝りの部分が
できちゃうんですね。ですから丁寧に触っていくと，

最も凝りの強い部分で筋肉がキュッと縮まる感じが
分かります。この咬筋という筋肉の一番上の部分に
その凝りがあると，上顎の奥歯に痛みが生じます。
咬筋の下の部分に凝りがあると，下顎の奥歯に痛み
が出ます。それから側頭筋です。側頭筋という大き
な筋肉があるんですが，この側頭筋に凝りがあると
上顎の歯，前歯だったり小臼歯のところであったり，
大臼歯，奥歯の所であったり，色々な所に痛みが出
てきます。それからもうひとつは，顎二腹筋という
ちょっと特殊な筋肉なんですが，その筋肉は，下顎
の下の部分に凝りがあると，下顎の前歯に痛みが出
てきます。なので，この３つの筋肉を覚えていただ
ければと思います。

ついこの間といっても１か月くらい前ですが，水
道橋病院で私が昔から診ている患者様のことです。
もう右上の歯が痛くて堪らないと仰っていました。
担当の先生が診てみても全然虫歯はありません。
「虫歯はないし大丈夫ですよ。」ということでした

が，じゃあちょっと診せてという風にお話をして，
こめかみの側頭筋を触らせていただきました。そし
たら，左右触ったら全然厚さが違うんです。右側が
腫れていると思うくらい筋肉が厚くなっているんで
す。軽くツンって押したら，上顎の歯が飛び上がる
ほど痛かった。そういう方が実際にいるんですね。

表４ 歯科領域の痛みの分類

１．歯原性疼痛：歯科的原因による侵害受容性疼痛
２．非歯原性疼痛：歯科的異常を認めない疼痛

→非歯原性歯痛
１）侵害受容性疼痛

⑴ 筋・筋膜性疼痛
⑵ 上顎洞炎
⑶ その他（頸性，心臓性）

２）神経障害性疼痛
⑴ 複合性局所疼痛症候群（CRPS）

帯状疱疹後神経痛，抜歯後カウザルギー，幻歯痛
⑵ 神経痛
⑶ 神経血管性疼痛（片頭痛，群発頭痛）

３）心因性疼痛
非定型顔面痛，舌痛症，心身症，精神疾患

図３ 咬筋・側頭筋・顎二腹筋による筋性歯痛
（Travell JG, Simons, DG : Myofascial Pain and Dysfunction : The Trigger Point Manual, 1983）
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筋性歯痛って，実は結構隠れていらっしゃいます。
なので，こんな病気が身の回りにあるんだというこ
とをぜひ知っていただきたいと思います。もともと
肩凝りがすごくひどくて，常に頭が締め付けられる
ように痛いとか，あと何か違和感がある。固い，張っ
ているみたいな方で歯が痛い。だけど歯科医院に
行っても「虫歯はないよ。歯周病もないよ，気のせ
いだよ。」といわれてしまう方は，筋肉の所を押し
てみて，もし歯に響けば筋性歯痛かもしれません。

この病気の治療というのは，基本的には普通の痛
み止めは結構効きます（表５）。先ほどの飛び上がる
ほど痛かった患者様も，痛み止めを飲んでいただい
たら，じきに痛みがなくなりました。ただ，もとも
と肩凝りがあってですとか，色々な状況があります
ので，しばらくするとまた元に戻っちゃうんですね。
そこで，継続的に治療していかなければならないん
ですが，まずはそういう普通の痛み止めを飲んでい
ただきます。それから筋肉の凝りが原因ですから，
筋肉を柔らかくする薬もあります。あとは筋肉の凝
りの部分に直接注射をする方法もあります。

それから，星状神経節ブロックと呼ばれるブロッ
ク治療ですね。私達の施設ではこの治療は年間１０００
名以上の方に行っています。筋性歯痛もそうですし，
顔が曲がっちゃう顔面神経麻痺，神経を傷つけてし
まってビリビリがとれない，あとは帯状疱疹や帯状
疱疹と顔面神経麻痺が合わさった Hunt 症候群など
にも使えます。筋性歯痛も含め慢性の色々な痛みで
お悩みの方がいらっしゃいましたら，歯科麻酔科を
受診していただけましたらお役に立てるかなと思い
ますので，ぜひご一報いただければと思います。

ということで，今日は COPD と筋性歯痛のお話
をさせていただきました。少しでも皆さまのお役に
立てば幸いです。

ご静聴ありがとうございました。

表５ 筋性歯痛の治療

１．非ステロイド性抗炎症薬
２．中枢性筋弛緩薬
３．トリガーポイント注射
４．星状神経節ブロック
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