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抄録：線維筋痛症は，全身の広範な部位に慢性疼痛
を認め，他覚所見や検査所見に特徴的な異常を示さ
ない原因不明の疾患である。口腔顎顔面領域では顎
関節症，口腔乾燥症，味覚障害，舌痛症をしばしば
併発する。症例は５６歳の女性で両側咬筋部痛を主訴
に来院した。既往に線維筋痛症があった。全身の疼
痛を認め，両側咬筋部，側頭筋部及び胸鎖乳突筋部
の圧痛が著明であった。開閉口時に両側顎関節部に
疼痛や雑音は無く，最大開口量は４５mmであった。
口腔内に異常はなかった。血液検査に異常所見は認
めなかった。Ｘ線画像検査にて上顎左側側切歯に根
尖病巣を認めた。線維筋痛症に伴う咀嚼筋痛と診断
した。今回われわれは，根尖病巣の急性転化が原因
で線維筋痛症の疼痛発作が誘発されていると考え，
線維筋痛症のコントロールに先んじ根尖病巣の処置
を施行し，線維筋痛症が軽快した１例を経験した。

緒 言

線維筋痛症（Fibromyalgia：FM）は，全身の広範
な部位に慢性疼痛を認め，他覚所見や検査所見に特
徴的な異常を示さない原因不明の疾患である１）。全
身の筋痛，筋のこわばり，疲労感などさまざまな症
状のため，QOLが著明に損なわれる２）。口腔顎顔面
領域では顎関節症，口腔乾燥症，味覚障害，舌痛症
をしばしば併発するが，本邦口腔顎顔面領域からの

報告は少ない３－９）。これまでに，われわれはFM患
者の歯科処置について報告した１０）。
今回，根尖病巣がFMの咀嚼筋痛のトリガーと

なった１例を経験したので若干の文献的考察を加え
報告する。

症 例

本症例報告に関する臨床情報の使用については，
患者に十分なインフォームドコンセントを行った上
で，患者本人から同意を得た。
患 者：５６歳，女性。
初 診：２０１２年１２月。
主 訴：両側咬筋部痛。
既往歴：２００４年より全身の疼痛，強い倦怠感，関節
痛，筋緊張，痺れ，頭痛，不安感，ドライアイや口
腔乾燥を認め，米国リウマチ学会（The American
College of Rheumatology：ACR）の１９９０年のFM分
類基準［１９９０年ACR-FM診断基準］１，１１，１２）にて，全身
の広範囲にわたる３か月以上の疼痛を認め，かつ圧
痛点１８か所全てにおいて圧痛を認めた。さらに，
２０１０年のACRの診断予備基準［２０１０年ACR-FM診
断基準］１，１１，１２）においても２４点であったため，２０１１年
に某総合病院リウマチ科（リウマチ科）にてFMと
診断された。リウマチ科にてFMに対しNSAIDs，
カルバマゼピン，プレガバリン，デュロキセチンと
アミトリプチンが試されたが全て無効であった。奏
効したのはノイロトロピン，ガバペンチンとクロナ
ゼパムであったため，ノイロトロピン４単位／
day，ガバペンチン４００mg/day とクロナゼパム０．５
mg/day によりコントロールされていた。疼痛発作
に対してはトラマドール塩酸塩が著効したためトラ
マドール塩酸塩２５mg／day が頓服で使用されてい
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た。
家族歴：息子がうつ病で加療中。
現病歴：１年前より上顎左側側切歯部の違和感を自
覚するも放置していた。１か月前より同部の歯肉腫
脹及び軽度の自発痛が発現し，開閉口時には両側咬
筋部痛を認めた。その後，徐々に両側咬筋部痛が増
悪したため近歯科医院を受診したが，顎関節症と診
断されNSAIDs が処方された。しかしNSAIDs は
無効で改善を認めなかったため，精査・加療目的に
当院口腔外科を紹介され受診した。
現 症：
口腔外所見；全身の疼痛を認め，両側咬筋部，側頭
筋部及び胸鎖乳突筋部の圧痛が著明であった。開閉
口時に両側顎関節部に疼痛や雑音は無く，最大開口
量は４５mmであった。両側咬筋部の軽度筋緊張を認
め，食事や会話時の開閉口運動にて強い咀嚼筋群の
疲労感を認めた。
口腔内所見；上顎前歯部の鈍痛と上顎左側側切歯部
に打診痛，根尖部歯肉の圧痛と腫脹を認めた。下顎
右側第二小臼歯部～第二大臼歯部・下顎左側第二小
臼歯部～第二大臼歯部可撤性局部床義歯を使用。下
顎右側第二小臼歯部根面板。歯牙や補綴物の過度な
咬耗は認められなかった。早期接触や咬合干渉は認
められなかった。
血液検査：赤血球 ４３３×１０４／µl，血小板 １７．１×１０４

／µl，白血球 ７．３×１０３／µl（好中球 ７２．２％，好酸球
０．８％，好塩基球 ０．０％，リンパ球 ２５．０％，単球
２．０％），Hb １３．２g/dl，Ht ３８．６％，CRP ０．１mg/
dl，血沈（６０分）４mm （１２０分）１２mm，総タンパ

ク ７．５g/dl：，アルブミン ４．９g/dl，AST １４IU，
ALT １３IU，γ-GTP １２IU，LDH １４７IU，CPK ６９
IU，アミラーゼ ８１IU，抗 SS-A 抗体 陰性，抗 SS-
B 抗体 陰性，抗核抗体 陰性，リウマチ因子 陰性，
C３ ７７mg/dl，C４ １７mg/dl。異常所見は認められ
なかった。
画像所見：初診時パノラマＸ線写真およびデンタル
Ｘ線写真より上顎左側側切歯根尖部にＸ線透過像を
認めた（図１，２）。顎骨の変形は認めなかった。
臨床診断：上顎左側側切歯根尖性歯周炎。

線維筋痛症の咀嚼筋痛。
処置および経過（図３）：
FMはリウマチ科にてノイロトロピン４単位／

day，ガバペンチン４００mg/day とクロナゼパム０．５
mg/day にてコントロールされていた。疼痛発作に
対してはトラマドール塩酸塩２５mg／day が頓服で使
用されていた。上顎左側側切歯部の歯肉腫脹発現後
よりFMの疼痛は増悪を認め，トラマドール塩酸塩
５０mg／day が使用されていた。
初診時（第１病日）にFMのコントロール状態不良

のため，リウマチ科主治医にFMのコントロール
を依頼し，FMが改善した後に歯根端切除術を予定
した。しかし，トラマドール塩酸塩１００mg／day に
増量されたにもかかわらず，顔面と頸部を主とした
全身疼痛は急激に増悪を認めた。visual analogue
scale（VAS）は８であった。
第６病日には持続性の激痛により自力での体動が

困難となりリウマチ科にFMの疼痛管理目的に入
院となった。VASは１０であった。

図１ 初診時パノラマＸ線写真 図２ 初診時デンタルＸ線写真
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第９病日には疼痛が軽減し，自力歩行が可能と
なったため退院となった。トラマドール塩酸塩１００
mg／day は継続し使用されていた。VASは８であっ
た。
第１１病日，上顎左側側切歯の急性転化からFM

の全身症状が増悪していること，両側咬筋部・側頭
筋部・胸鎖乳突筋部痛は全身における慢性疼痛の部
分症状であると考えられたこと，咬筋・側頭筋・胸
鎖乳突筋に特定のトリガーポイントを認められな
かったこと，通常では痛みを感じない程度の刺激に
対し痛みとして感じていたこと，顎関節症に比べ痛
みの症状が重篤で全身の機能障害を併発していたこ
と，咬筋部・側頭筋部・胸鎖乳突筋部痛に対して
NSAIDs が無効であったこと，発作的に持続性の激
痛を認めていたことから本症例の咀嚼筋痛はFM
の部分症状と診断した。FMを改善するため先ずト
ラマドール塩酸塩を増量したが改善が認められず，
根尖病巣の急性転化が原因でFMの疼痛発作が誘
発されていると考えられたため，当院口腔外科にて
FMのコントロールに先んじ根尖病巣の処置を施行
した。手術に際し，術中は局所麻酔で無痛的に処置
が可能なこと，術後の創部局所の疼痛は鎮痛薬で制
御可能であることを十分説明し，疼痛に対する不安
を和らげた。手術侵襲に伴うストレスによるFM
の疼痛発作を抑制するため，術前にトラマドール塩
酸塩１００mg筋注し，局所麻酔下に歯根端切除術を

施行した。口腔粘膜を十分乾燥させ表面麻酔を塗布
し奏効させ，浸潤麻酔は３０G針を用い，口腔粘膜を
進展させ刺入し，薬液は強圧をかけず緩徐に注入し
傍骨膜麻酔を行った後に針先を進め骨膜下麻酔を
行った。麻酔奏効後，円刃刀にて Partsch 切開に準
じた粘膜骨膜切開をし，骨膜起子にて粘膜骨膜剥離
をし骨面を露出させた。次に，ラウンドバーにて皮
質骨を削去し，上顎左側側切歯根尖病巣を露出させ
骨孔を根尖病巣が摘出可能な大きさまで形成した。
根尖病巣は鋭匙を用い骨面より剥離し一塊として摘
出した。上顎左側側切歯根尖をフィッシャーバーに
て切除し，根尖病巣摘出後の骨面をラウンドバーに
て一層削去した。創は生理食塩水にて十分に洗浄し
た後，出血が無いことを確認し縫合を行い完全閉鎖
創した。術中に滅菌ドレープは使用せず，光や温度
刺激がFMの疼痛発作の誘因とならないようにし
た。術後は，アモキシシリン７５０mg／day とチアラ
ミド塩酸塩３００mg／day を３日間定時に内服させた。
術中・術後に手術侵襲によるにFMの疼痛発作や
増悪は認めなかった。
第１２病日，創部局所の接触痛は認めるものの自発

痛はなかった。トラマドール塩酸塩２５mgまで減量
された。VASは８であった。
第１８病日，抜糸を行った。創部感染は認められな

かった。根尖病巣の処置によりFMのコントロール
状態は改善を認め，全身の疼痛も軽快し，両側咬筋
部痛は消失，側頭筋部及び胸鎖乳突筋部の圧痛も軽
減した。VASは２まで軽減しFMの増悪は認めな
かった。
術後１年が経過した時点でFMのコントロール

状態は良好でVASは２前後で維持されている。

考 察

FMは全身の広汎な慢性疼痛と解剖学的に明確な
部位の圧痛を主症状とし，疼痛は全身に拡大し，腱
付着部，筋膜あるいは関節におよび，神経支配や解
剖学的な視点からは説明がつき難く，臨床症状以外
には血液検査やＸ線検査には異常を示さない疾患で
ある１）。FMの疼痛発生機序はセロトニン系下降性
疼痛抑制経路のセロトニン代謝物の減少が指摘され
ている１，９）。また，FMの疼痛は侵害受容性疼痛では
なく，神経障害性疼痛ないしは中枢性疼痛とされ

図３ 臨床経過
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ており，情報伝達経路などに原因があり脳レベル
の中枢性感作症候群（cental sensitivity syndrome：
CSS）であるとする報告もある１，１１，１２）。FMは機能性
身体症候群（functional somatic syndrome：FSS）の
一つとして考えられており１２），歯科領域ではしばし
ば顎関節症を併発する１３－１６）。FMの症状進行に伴
い，疼痛は重症化し，次第に日常生活も困難になる
症例もある。一般にFM患者は健康な人と同じ刺
激を加えた場合に約３倍以上の疼痛を感じるといわ
れている。FMは，最初の疼痛が引き金となり次の
疼痛をまねくが，注目すべき臨床的症状は疼痛が
徐々に無秩序に解剖学的な神経支配領域とは無関係
な領域まで広範囲におよぶことである。疼痛持続時
間は長く，疼痛の程度はしだいに激しくなり，患者
のQOLは著しく低下する１０）。原因不明の持続性の
激疼痛に襲われることから，不安感，抑うつ状態，
睡眠障害などのさまざまな随伴症状を伴い，さらに
疼痛の悪循環が生じていることも考えられる。
厚生労働省の研究班による全国疫学調査１７）では

FM有病率は人口比１．７％（９５％CI：０．９～２．１％）で
あった。FMはこれまで思われていたほど稀ではな
く，本邦での有病率は欧米（２％）に近い値であっ
た。本邦での推定患者数は２００万人以上の患者がお
り，その８割が女性であるとされる。男女比は１：
４．８で，平均年齢は５１．５±１６．９歳（１１～８４歳）であり
年齢とともに増加し，５５～６５歳代にピークを認め，
推定発症年齢は４３．８±１６．３歳（１１～７７歳）である。小
児のFM発症の報告もみられ，患者は幅広い年齢
層に存在する。家族歴は４．１％であった。
FMの病因は不明であるが，遺伝性については

human leukocyte antigen などの解析から直接的な
遺伝性はなく環境要因が関与すると推察されてい
る１８）。一般的に外傷，手術，ウイルス感染などの強
い身体的ストレスや強い精神的ストレスが契機とな
り，神経・内分泌・免疫の異常を招き，それがセロ
トニンやノルアドレナリンを介した種々の疼痛抑制
系の混乱をきたし，FMの疼痛を引き起こすことが
発症機序として考えられており，実際にFM患者
の多くが発症までに強いストレスイベントを経験し
ている１，９）。その他に CSS の関与１，１１，１２，１９），中枢性大
脳辺縁系の神経炎の関与２０），抗電位依存性カリウム
チャネル複合体に対する自己抗体の関与２１），血清ビ

タミンＤ低下の関与が考えられている２２）。本症例に
おいても血液検査で異常所見は認めなかった。ま
た，息子がうつ病になり自宅に引きこもりがちに
なった後からFMの症状が発現しており，息子の
うつ病が強い精神的ストレスとなりFMの契機と
なったと考えられた。
FMの診断は，現在まで［１９９０年ACR-FM診断基

準］が最も多く用いられている１，１０，１２）。また，［２０１０
年ACR-FM診断基準］は慢性疼痛の身体への拡大
度，疼痛以外の身体症状と精神症状の組み合わせか
らなる１，１０，１２）。しかしながら，これらの診断基準や診
断予備基準は判断に経験を要し，専門医以外がFM
と診断することは難しい。荻原ら２３）は Perrot ら２４）の
簡易問診表（FiRST：fibromyalgia rapid screening
tool）が経験や専門性を必要とせず，簡便かつ有効
的であると報告している。本症例では，FMの症状
発症からリウマチや精神疾患と扱われ，リウマチや
精神疾患に対する加療を行うも症状の改善がなく
QOLは徐々に低下し，ドクターショッピングを続
けていた。最終的に１９９０年ACR-FM診断基準にて，
全身の広範囲にわたる３か月以上の疼痛を認め，か
つ圧痛点１８か所全てにおいて圧痛を認め，さらに
２０１０年ACR-FM診断基準においても２４点であった
ためFMと診断された。症状発現から診断までに
７年を要していた。
臨床現場ではFMが周知されてきているが，多

様な臨床症状に対し十分なコンセンサスの得られた
治療方法は確立されておらず，種々の治療方法が行
われているのが現状である２５）。FMの治療は薬物療
法と非薬物療法がある。薬物療法では抗うつ薬，抗
痙攣薬，オピオイド，ステロイド，NSAIDs，筋弛
緩薬，抗精神病薬，抗不安薬などから，それぞれ
個々の患者にあった薬剤が選択され状態に応じた容
量が決められ投与される１，１０）。非薬物療法は階段的
有酸素運動，認知行動療法や精神科リエゾン診療な
どが行われている１）。種々の治療方法が試みられて
いるが根治的な治療方法の確立はされていない。
口腔顎顔面領域ではFMの患者は顎関節症，口腔

乾燥症，舌痛症，味覚障害を併発しやすいとされ，
Nelson ら１６）は口腔乾燥症７０．９％，舌痛症３２．８％，味
覚障害３４．２％にみられると報告している１）。特に顎
関節症は口腔外科領域では外来患者の約１０～１５％を
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占め，頻度の高い疾患であり，女性が男性の２～３
倍多く，好発年齢は思春期・青年期と中高年期の二
峯性を示す疾患で，頭痛，頸部痛や肩こりなど周辺
症状を伴う症例も少なくなく，FSS との併発率も
少なくない等のFMと類似した特徴をもつ疾患であ
る２６）。FMの顎関節症の併発率はHeir ら２７）は１８％，
Fricton ら２８）は２０％，Plesh ら１３）は７５％と報告にばら
つきがある。これは，FMの咀嚼筋痛と顎関節症の
咀嚼筋痛障害の明確な鑑別が困難であるためと思わ
れる。顎関節症の咀嚼筋痛障害とFMの咀嚼筋痛
の鑑別として１．顎関節症の咀嚼筋痛障害は局所的
な運動時痛であり主に片側性であることに対し，
FMの咀嚼筋痛では全身の筋における慢性疼痛の部
分症状である２９），２．顎関節症の咀嚼筋痛障害は咀
嚼筋群に特定のトリガーポイントが認められるが，
FMの咀嚼筋痛は咀嚼筋群に特定のトリガーポイン
トを確認できない３０），３．顎関節症の咀嚼筋痛障害
に比べFMの咀嚼筋痛は症状がより重篤で，全身
的な機能障害も認められ日常生活も困難である１３），
４．顎関節症の咀嚼筋痛障害に比べFMの咀嚼筋
痛は疼痛閾値が低い傾向がある１３），５．顎関節症の
咀嚼筋痛障害は関連痛もあるがFMの咀嚼筋痛は
関連痛がほとんど認められない３０），６．顎関節症の
咀嚼筋痛障害に対してNSAIDs は効果を示すが，
FMの咀嚼筋痛に対してNSAIDs は殆んど効果が
無い，７．FMの咀嚼筋痛には疼痛発作がありこれ
は持続性である，等が鑑別の要点としてあげられ
る。FM患者の顎関節症の咀嚼筋痛障害に対しては
通常の顎関節症の治療方法が適応されるが，FMの
咀嚼筋痛は咀嚼機構に特有のものではないため顎関
節症の治療方法による根本的な管理は行わない。
FMの咀嚼筋痛に対してはFMに対する治療方法が
適応される。FMの咀嚼筋痛に対して豊福ら７）はセ
ロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬で，
小嶋ら５）は三環系抗うつ薬の単独薬物療法で，吉村
ら３）はプレガバリンで改善を認めた報告をしている。
歯科においてもFMの存在は周知さてきているも
のの，実際の臨床像について認知度がいまだ低いの
が現状である。顎関節の症状を訴え歯科を受診する
FM患者において多くが全身症状を有しているにも
かかわらず，７５％の FM患者が顎関節症と診断さ
れスプリント療法などの顎関節症の治療が行われ

ており，治療効果は全くなかったと報告されてい
る１４）。また，FMの咀嚼筋痛に顎関節症が併発する
症例では診断・治療にしばしば苦慮する。初診時に
診断が困難である場合にはFMの治療に併行し顎
関節症の治療を進める。経過とともにFMによる
ものか顎関節症によるものか，あるいはその両方に
よるものか明確となる場合もある。FMと顎関節症
の併発症例の場合，FMの精神状態が顎関節症の発
現に関与し顎関節症が長期化した報告５）もあり，顎
関節症の治療だけでは咀嚼筋痛障害は改善されず，
FMの治療も必要である。その際，FM患者個々で
有効薬が異なるため，FMの主治医にコンサルトし
連携を密に図り，その患者の有効薬や疼痛発作時の
対処法を十分に検討しておくことが重要である。
FM患者の約８％が歯科疾患やそれに伴う歯科処

置がFMの疼痛のトリガーとなっていると報告
（２００９年日本線維筋痛症学会診療ネットワーク患者
調査より）されている１）。歯科治療は疼痛，処置に対
する不安，音，臭い，光，温度変化や不自然な体位
など様々なストレスを患者に与える要因があり，治
療に伴うこれらのストレスをできるだけ取り除く必
要がある。疼痛に対しては麻酔を確実に奏効させ無
痛的に処置を行う。麻酔針刺入時には表面麻酔を確
実に奏功させるため，刺入部の口腔粘膜を十分に乾
燥させ，表面麻酔を塗布し３～５分した後に浸潤麻
酔を行う。浸潤麻酔の刺入時には粘膜を伸展させ強
圧をかけず緩徐に無痛的に行い，麻酔奏効まで３～
５分待ってから処置を行う。より効果的かつ無痛的
に浸潤麻酔を行うために歯科用電動注射器３１）を用い
た局所麻酔法もよいだろう。侵襲性の強い観血的処
置を施行する際には処置は患者の不安や恐怖がスト
レスとなるため十分に説明させ安心させる。不用意
に器具の音をたてたり，他の患者の声や術者の発言
で不安にさせない。無影灯は尾側より術野に合わ
せ，術野のみを照らし，目を直接刺激しないように
する。寒さなどの温度変化により疼痛発作が誘発さ
れることもあるため，処置後の滅菌ドレープ排除に
よる突然の温度変化や処置時の室温変化に対する配
慮などが必要である１０）。大桶ら４）は亜酸化窒素によ
る吸入鎮静法が有用であった報告をしている。逆
に，今井ら６）は静脈内鎮静後にFMの著しい疼痛発
作が出現した報告をしている。これは，FM患者は
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起床時に疼痛閾値が低下することにより発作が生じ
やすいことがあり，さらに術後に狭いユニット上に
おいて鎮静から急激な回復を行ったことが患者への
精身体的・精神的なストレスとなったためと考察
し，鎮静下での処置では緩徐に鎮静状態から回復さ
せることやベンゾジアゼピン系薬剤を選択して鎮静
状態を保った状態で帰室すべきであったと考察して
いる。また，ゆっくりとした深呼吸は副交感神経を
優位にし聴覚，視覚，味覚，嗅覚と触覚閾値を上昇
させる報告がある３２）。FM患者においてもゆっくり
とした深呼吸にて痛覚閾値の上昇効果が報告３３）され
ており，処置前にゆっくりと深呼吸させることもよ
いだろう。また，疼痛発作の抑制のために，術前に
その患者の疼痛に対する特効薬を投与することも有
効である。
FMの病因はいまだ不明であり，治療法も確立さ

れていない。全身の慢性疼痛を主とした多様な臨床
症状を呈し，医科と歯科と複数の診療科にまたがる
可能性がある疾患であり，診断や治療に苦渋する。
口腔顎顔面領域の異常疼痛を認めた患者が受診した
際は，歯科的要因から生じるものであるか，あるい
は全身疾患の部分症状によるものであるか判断し，
それに対応した対応が望まれる。FM未診断でFM
が疑われる患者が受診した場合には先ず専門医療機
関への紹介が必要である。必要に応じて他診療科と
の綿密な医療連携を図り，個々の患者に応じた治療
方針を決定することが重要である。

結 語

今回われわれは根尖病巣が咀嚼筋痛のトリガーと
なったFM患者で，FMのコントロールに先んじ歯
科処置を行うことで，FMが軽快した１例を経験し
たのでその概要を報告した。
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A case in which a periapical lesion triggered masticatory muscle pain
in a fibromyalgia patient
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Fibromyalgia is a disease in which the patient suffers chronic，generalized pain at sites throughout
the body． It does not exhibit any characteristic findings． The cause of fibromyalgia is unknown． In
the oral and maxillofacial regions，fibromyalgia is frequently accompanied by temporomandibular joint
disorders，xerostomia，dysgeusia，and/or glossodynia． The patient in the present case was a ５６-year-
old female with a history of fibromyalgia and was admitted with a chief complaint of pain in the bilateral
masseteric regions． She was experiencing generalized pain，including bilateral pressure pain in the
masseteric，temporal muscle，and sternocleidomastoid muscle regions． She did not experience pain or
“clicks” in either temporomandibular joint when opening or closing her mouth，and she was able to open
her mouth to a maximum of ４５ mm． There were no abnormalities in the oral cavity． No abnormal
findings were detected in blood tests． X-ray imaging revealed a periapical lesion in the left maxillary
incisor． The pain was diagnosed as masticatory muscle pain accompanied by fibromyalgia． These
findings suggested that a blast crisis in the periapical lesion might have triggered an episode of fibromyalgia
pain． The periapical lesion was treated prior to bringing the fibromyalgia under control，which relieved
the fibromyalgia pain． （The Shikwa Gakuho，１１７：４７３－４７９，２０１７）
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