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１．“身体化”症状としての疼痛や違和感

疼痛や違和感をきたす一般身体疾患（器質的疾患）
の患者が，疼痛や違和感を訴えるのは当然のことで
ある。しかし，疼痛や違和感を訴える患者は，必ず
疼痛や違和感をきたす一般身体疾患に罹患している
と言えるのだろうか？

多くの臨床医が経験していることであるが，この
質問の回答は「ノー」である。それでは，いかなる
場合に，身体的には問題がないにもかかわらず，訴
え（症状）のみが存在するといったことが起こりうる
のであろうか？

この問いに回答するさいのキーワードが，“身体
化”である。“身体化”症状とは，適切な検査を行っ
ても，その症状をうまく説明できない身体症状（訴
え）をさす。具体的には，胃カメラなどでの検査上
は正常であるのに，食欲もなく胃の不快感が続くと
いったようなものである。狭義の身体化は，心理的
な因子（ストレスや心的葛藤）が背景にあって起こる
身体症状をさすが，広義には，心理的な因子によら
なくとも身体化という。

すなわち，身体的には問題がないにもかかわら
ず，疼痛や違和感を訴える患者は，身体化症状を呈
しているのである。

一般医療機関において，適切な検索を行っても，
患者の主訴に見合う一般身体疾患が見いだせなかっ

た比率，すなわち主訴となる症状が“身体化”症状で
あった比率は，約２０％（９～３７％）であったという，
世界保健機関（WHO）の報告１）がある。さらに，主訴
が疼痛であった場合に限れば，約４０％が身体化症状
であるとされている。

歯科・口腔外科領域においても，適切な検査を
行っても，その症状をうまく説明できない疼痛や違
和感は，身体化症状の１つとなりうる。身体化症状
はほとんど全ての精神疾患に認められるが，歯科・
口腔外科医が遭遇する可能性が高い疾患は，身体表
現性障害と大うつ病性障害（うつ病）であろう（図
１）。

身体化症状を主症状とする精神疾患を，“身体表
現性障害（Somatoform Disorders）”という（ただし
詐病を除く）。具体的には，適切な臨床検査などの
検索を行っても，症状を説明できる所見がなく，統
合失調症，大うつ病性障害をはじめとした気分障
害，不安障害などの他の精神疾患の診断基準にあて
はまらないときに診断される病名である。

米国精神医学会編集の精神疾患の診断・統計マ
ニュアル第４版（DSM-IV）２）によれば，身体表現性
障害は，身体化障害（DSM-IV ３００．８１），鑑別不能
型身体表現性障害（DSM-IV ３００．８１），転換性障害

（DSM-IV ３００．１１），疼痛性障害（DSM-IV ３０７．８０，
３０７．８９），心気症（DSM-IV ３００．７），身体醜形障害
（DSM-IV ３００．７），特定不能の身体表現性障害（DSM
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-IV ３００．８１）の７つに下位分類される。
これらの疾患の中でも，歯痛などの疼痛を主訴と

し，歯科・口腔外科医が診る機会が多い疾患は疼痛
性障害である。

２．疼痛性障害

“疼痛性障害”は，１つまたはそれ以上の重篤な疼
痛を特徴とする身体表現性障害の１つである。患者
が，疼痛により，著しい苦痛や社会的・職業的に支
障をきたしているものをいう。また，疼痛性障害で
は，ストレッサーなどの心理的要因により，疼痛の
悪化を認める。心理的要因のみが重要な役割を果た

していると判断される“心理的要因と関連した疼痛
性障害”と，心理的要因と一般身体疾患の両方が重
要な役割を果たしていると判断される“心理的要因
と一般身体疾患の両方に関連した疼痛性障害”の２
つに大別される。心理的要因と関連した疼痛性障害
は，適切な検索を行っても，疼痛の原因となる一般
身体疾患を見いだすことができないにもかかわら
ず，疼痛を訴える場合に診断される。心理的要因と
一般身体疾患の両方に関連している疼痛性障害は，
疼痛の原因となる一般身体疾患が一応は認められる
ものの，疼痛の訴えが客観的所見とは不釣り合いに
強い場合に診断される。

また，疼痛の持続期間が６ヵ月未満の“急性”と，
６ヵ月以上の“慢性”とに分けられる。DSM-IV２）の
疼痛性障害の診断基準を表１に示す。

疼痛性障害は，どの年齢にも起こりうる。男性よ
りも女性に多い（１：２）とされている。有病率は比
較的高く，疼痛を主訴として医療機関を受診する患
者の４０％が，疼痛性障害の診断基準を満たしている
とされる。

疼痛の部位は，腰部，坐骨，骨盤，頭痛，顔面，

表１ DSM-IV の疼痛性障害の診断基準

Pain Disorder
Ａ．１つまたはそれ以上の解剖学的部位における疼痛が臨床像の中心を占めており，臨床的関与が妥当なほど重篤である。
Ｂ．その疼痛は，臨床的に著しい苦痛，または社会的，職業的，または他の重要な領域における機能の障害を引き起こして

いる。
Ｃ．心理的要因が，疼痛の発症，重症度，悪化，または持続に重要な役割を果たしていると判断される。
Ｄ．その症状または欠陥は，（虚偽性障害または詐病のように）意図的に作り出されたりねつ造されたりしたものではない。
Ｅ．疼痛は，気分障害，不安障害，精神病性障害ではうまく説明されないし，性交疼痛症の基準を満たさない。
▶以下のようにコード番号をつけよ
３０７．８０ 心理的要因と関連した疼痛性障害：心理的要因が，疼痛の発症，重症度，悪化，または持続に重要な役割を果た
していると判断される（一般身体疾患が存在している場合，疼痛の発症，重症度，悪化，または持続に重要な役割を果た
していない）。身体化障害の基準も満たしている場合には，この病型の疼痛性障害とは診断されない。

▶該当すれば特定せよ
急性 持続期間が６ヵ月未満
慢性 持続期間が６ヵ月以上
３０７．８９ 心理的要因と一般身体疾患の両方に関連した疼痛性障害：心理的要因と一般身体疾患の両方が，疼痛の発症，重
症度，悪化，または持続に重要な役割を果たしていると判断される。関連する一般身体疾患または疼痛の解剖学的部位

（下記参照）は，Ⅲ軸にコード番号をつけて記録される。
▶該当すれば特定せよ
急性 持続期間が６ヵ月未満
慢性 持続期間が６ヵ月以上
注：以下の状態は精神疾患とは考えられないが，鑑別診断を助けるために取り上げた。
一般身体疾患と関連した疼痛性障害：一般身体疾患が，疼痛の発症，重症度，悪化，または持続に重要な役割を果たし
ていると判断される（心理的要因が存在している場合，それが疼痛の発症，重症度，悪化，または持続に重要な役割を
果たしていない）。疼痛の診断コード番号は，関連する一般身体疾患が明らかになっている場合にはそれに基づいて，
または，基礎にある一般身体疾患が明らかになっていない場合には疼痛の解剖学的部位に基づいて，選択される――例
えば，腰部（７２４．２），坐骨（７２４．３），骨盤（６２５．９），頭痛（７８４．０），顔面（７８４．０），胸部（７８６．５０），関節（７１９．４０），骨（７３３．９０），
腹部（７８９．０），乳房（６１１．７１），肝臓（７８８．０），耳（３８８．７０），目（３８８．９１），喉（７８４．１），歯（５２５．９），および尿路（７８８．０）

図１ 身体化症状を認める精神疾患

山田：身体表現性障害の診断と治療８０

― ８０ ―



胸部，関節，骨，腹部，乳房，腎臓，耳，目，喉，
歯，尿路など多岐にわたる。疼痛性障害の患者は，
通常は，整形外科，麻酔科（ペインクリニック），外
科，神経内科，産婦人科，歯科・口腔外科などの科
を受診する。歯科・口腔外科領域では，疼痛を主訴
として受診する患者が多いと考えられるので，特に
疼痛性障害の患者が多いと考えられる。非定型歯痛

（Atypical Odontalgia；AO），原因不明の舌痛症，
難治の顎関節症（TMD）などと診断されている患者
の多くが，疼痛性障害と診断される可能性がある。

疼痛性障害の患者は，医原性のベンゾジアゼピン
系薬剤（精神安定剤）の依存または濫用，およびアヘ
ン類または非ステロイド性鎮痛薬（NSAIDs）の依存
または濫用が起こることがあるので，これらの薬剤
を処方する際には注意が必要である。

３．疼痛性障害の治療

疼痛性障害治療の大原則は，“不可逆的な処置や
侵襲的な処置を，絶対に行わないこと”である。な
ぜならば，不可逆的な処置や侵襲的な処置は，疼痛
性障害の悪化や難治化，慢性化をもたらしうるから
であり，結果として，訴訟につながることもまれで
はないためである。

次に行うことは，抗うつ薬による薬物療法であ
る。また，心理社会的アプローチ（精神療法など）
も，蔑ろにしてはならない。

疼痛性障害に対する薬物（抗うつ薬）療法の中心と
なるのは，三環系および四環系抗うつ薬（TCA）と
選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）であ
る。セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害
薬（SNRI）に関しては，データがあまりない。

疼痛性障害患者は，抗うつ薬を投与した際に，特
に有害作用に敏感である可能性がある。それゆえ，
抗うつ薬による治療は，単剤にて低用量から開始
し，効果を認めないようであれば，少量ずつ十分量
まで増量していく。十分量とは，アミトリプチリン

（トリプタノールⓇ）であれば１５０～３００mg／日であ
る。この際に重要な点は，大うつ病性障害の治療と
同様に，効果が出現するまでは抗うつ薬を増量し，
十分期間（６週間以上）の経過観察を行うことであ
る。さらに，疼痛の寛解後も，同用量にて６～１２ヵ
月間は継続する必要がある。抗うつ薬に反応しない

場合には，抗精神病薬による増強療法，バルプロ酸
などの抗てんかん薬による増強療法，電気けいれん
療法などを行うことが多いが，これらの治療法に関
するエビデンスは少ない。疼痛性障害の患者は，ベ
ンゾジアゼピン系薬剤（精神安定剤）や鎮痛薬に対し
て，特に依存性や耐性を生じやすいので，これらの
薬剤の投与は，長期予後を考慮するならばなるべく
避けるべきである３）。

Fishbain のメタ解析４）によれば，疼痛性障害に対
して，アミトリプチリンなどの抗うつ薬は，プラセ
ボと比較して有効であった。Sharav らによる，２８
例の慢性の顔面痛（facial pain）に対してアミトリプ
チリンを用いたプラセボ対照の二重盲検ランダム化
対照比較試験の結果５）によれば，アミトリプチリン
はプラセボと比較して有意に疼痛を改善した。ま
た，口腔顔面領域の疼痛性障害に対してアミトリプ
チリンを用いたわれわれの症例集積研究の結果によ
れば，７３％の患者で疼痛の改善を認め，４０％の患者
で疼痛が完全に消失した６）。エビデンスの上では，
三環系抗うつ薬も SSRI も同様にプラセボよりも有
効であるが，実際に使用してみると，SSRI よりも
三環系抗うつ薬（特にアミトリプチリン）の方が治癒
率は高いという印象を受ける。

いずれの抗うつ薬を用いる場合にも，鎮痛効果が
発現するまでは，増量を躊躇すべきではない。抗う
つ薬の至適用量は，かつては低用量でも効果的であ
ると考えられていた時代もあったが，現在では，大
うつ病性障害の治療に用いるのと同程度の用量を要
するといった報告が多い。前出の Sharav らの報告
の結果５）によれば，疼痛を改善させるために用いた

図２ 疼痛改善までに必要なアミトリブチリンの用量曲線
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アミトリプチリンの平均用量は１２９mg／日であっ
た。また，われわれの研究結果によれば，疼痛改善
までに必要な用量の平均は７７．５mg／日であり，５０％
の患者は１００mg／日未満の用量では疼痛の改善を認
めなかった６）（図２）。

心理社会的アプローチとしては，レクリエーショ
ンなどを通じた，疼痛コントロール法の習得へのは
たらきかけをしたり，医師・歯科医師が患者の訴え
にふりまわされないように注意したりすることも大
切である。また，鎮痛薬（アヘン類を含む）やベンゾ
ジアゼピン系薬剤を執拗に要求してくることが多い
ので，とくに注意が必要である。

疼痛を軽減させるためには，認知行動療法的アプ
ローチも重要となる。認知行動療法的アプローチと
しては，疼痛の有無にかかわらず，定期的に計画し
た活動（仕事，外出，イベントなど）に参加するよう
に助言し，疼痛が，患者の生活様式を決定する因子
にならないように指導する。また，疼痛にふりまわ
されないように助言する（疼痛にふりまわされるこ
とによって，さらに病状の悪化を認めることが多い
ため）。

疼痛性障害患者の治療例を以下に示す。
５３歳，女性。主訴：左上顎洞からこめかみにかけ

ての痛み。
現病歴：３年前，左上下顎智歯を抜歯後に，拍動

性の疼痛が遷延した。原因は不明であったが，セ
ファレキシンの投与を１年間つづけていた。２年
前，某病院口腔外科にて，上顎洞炎や上顎骨骨髄炎
などの診断にて，手術や抜歯，さらに１年間の抗生
物質の服用などによる治療を行うも，疼痛は改善し
なかった。初診時，週に３日以上の，内眼角から始
まり眼窩下縁，側頭部にまで放散する，強く叩かれ
るような疼痛を訴えていた。疼痛は，午前中は認め
ず，昼頃から就寝時まで持続する。鎮痛薬（NSA-
IDs）を連日服用していた。また，身体的な検索に
おいては，異常所見を認めなかった。精神医学的に
は“疼痛性障害”と診断されると考えられた。

治療癧：アミトリプチリンを２０mg／日から開始
し，１ヵ月後には５０mg／日まで増量した。５０mg／日
まで増量した頃から，鎮痛薬（NSAIDs）を服用しな
くてすむようになり，４ヵ月後には，疼痛がほぼ消
失した。

４．疼痛性障害と鑑別すべき精神疾患
－①身体化障害

疼痛性障害と鑑別すべき精神疾患としては，身体
化障害と大うつ病性障害（うつ病）が挙げられる。
“身体化障害”は，３０歳以前に発症し，何年にもわ

たって持続する多症状性の障害である。歴史的に
は，ヒステリーまたはブリケ症候群とよばれていた
疾患である。

DSM-IV２）によれば，①３０歳以前に発症すること，
②適切な検索を行っても，既知の一般身体疾患や物
質（例えば，濫用薬物や投薬など）の直接的作用とし
て十分に説明できない（また，意図的に作り出され
たり捏造されたりしたものでもない）複数の身体症
状（頭部，腹部，背部，関節，四肢，胸部，直腸，
月経時，性交時，排卵時などの４つ以上の疼痛症
状，嘔気，膨腸，下痢，数種類の食べ物に対する不
耐性などの２つ以上の疼痛以外の胃腸症状，性的無
関心，勃起または射精機能不全，月経不順，月経過
多などの１つ以上の疼痛以外の性的症状，嚥下困難
または喉の塊（咽喉頭部異物感），失声，複視などの
１つ以上の偽神経学的症状）が数年間にわたって持
続すること，③これらの症状に対して治療を求め，
社会的・職業的に支障をきたしていることの全てを
満たすことが診断基準となっている。

身体化症状の一つが口腔内やその周辺にある場合
には，歯科・口腔外科を受診する確率が高い。初診
時には，当該科の領域の身体化症状しか訴えない

（身体化症状の全て訴えることはまずないと考えた
方がよい）が，診察を重ねるごとに，歯科・口腔外
科領域以外の疼痛や胃腸症状をはじめとした訴え
が，次から次へと小出しに出てくることが多いの
で，注意が必要である。

身体化障害患者のほとんどが女性である。身体化
障害の治療は，認知行動療法を中心にして行うが，
予後不良である。慢性かつ動揺性の経過をたどり，
一時的な寛解もまれとされている。疼痛性障害とは
異なり，抗うつ薬は基本的には無効とされている。
身体化障害患者の約５０％が，経過中に他の精神疾患

（大うつ病性障害や不安障害が多い）を併存する。さ
らに，パーソナリティ障害（境界性パーソナリティ
障害，演技性パーソナリティ障害，反社会性パーソ
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ナリティ障害が多い）を，高率に併存することが知
られている。

身体化障害患者の一例を以下に示す。
２０歳代後半，女性。主訴：顎関節の疼痛。
現病歴：５年以上前から，“顎関節症”の診断名

で，近医（歯科医）や大学病院口腔外科を受診してい
るが，一向に改善を認めなかった。現在，頭痛やめ
まいで神経内科を，胃腸虚弱で消化器科を，腰痛で
整形外科を，月経困難症で産婦人科をそれぞれ受診
していることが，問診上，確認された。疼痛は，
「疲れるとひどくなる」傾向にあると言う。

５．疼痛性障害と鑑別すべき精神疾患
－②大うつ病性障害（うつ病）

大うつ病エピソードがあって，それ以外のエピ
ソードがないものを“大うつ病性障害”と診断する。
俗に“うつ病”と言う場合には，通常は大うつ病性障
害をさす。大うつ病性障害の経過中に，躁病，軽躁
病，混合性エピソードが出現した場合には，“双極
性障害”に診断を変更する。
“大うつ病エピソード”とは，２週間以上（死別な

どの明らかな理由がある場合は２ヵ月以上）にわた
る，ほとんど１日中，ほとんど毎日の抑うつ気分
や，興味または喜びの消失を特徴とする状態であ
る。自覚症状としては，悲しみや空虚感を強く感じ
ることが多い。他覚症状としては，いつも涙を流し
ている状態だったり，本来は興味があるはずのこと
に対して全く興味がなくなったりする。その他の大
うつ病エピソードの症状として，漠然とした不安
感，自己に対する無価値観や罪悪感，絶望感，集中
力や記憶力の低下，不眠（または過眠），食欲の減退

（または過食），体重の減少（または増加），性欲の低
下，希死念慮（自殺願望），自殺企図などがある。

DSM-IV３）によれば，抑うつ気分，興味または喜
びの消失（以上が主症状），食欲不振・体重減少（ま
たは過食・体重増加），不眠（または過眠），精神運
動性の焦燥または制止，易疲労性または気力の減
退，思考力や集中力の減退，無価値観や罪責感，死
についての反復思考（希死念慮・自殺企図）の９つの
症状のうち，１つ以上の主症状を含む５つ以上の症
状が，２週間以上にわたって続き，これらの症状に
より，臨床的に著しい苦痛，社会的・職業的に機能

の障害を引き起こしている場合に，大うつ病エピ
ソードと診断される。

大うつ病性障害患者では，ほぼ１００％に身体化症
状を認める。大うつ病性障害の主な症状は，“抑う
つ”をはじめとする精神症状と“身体化”症状である

（図１参照）。それゆえ，身体化症状を訴える患者を
診た場合には，抑うつ気分や，興味または喜びの消
失などの精神症状があるか否かを確認する必要があ
る。

大うつ病性障害の治療は，抗うつ薬による薬物療
法を中心にして行う。ただし，認知行動療法などの
各種の精神療法，十分な休息（自宅療養など），スト
レッサーの除去，家族，友人，同僚，上司などの理
解なども重要である。また，重症例では，電気けい
れん療法を施行することもある。

大うつ病性障害（うつ病）患者の一例を以下に示
す。

７０歳代後半，女性。主訴：義歯の適合不良感，舌
のヒリヒリ感，口蓋がざらざらする不快感。

現病歴：１ヵ月前頃より，義歯の適合不良感，舌
のヒリヒリ感，口蓋がざらざらする不快感などが出
現した。しだいに，食欲不振や不眠も出現したた
め，Ａ歯科医院にて義歯の調整を繰り返すも，症状
に改善を認めなかったため，Ｂ病院の歯科・口腔外
科を受診した。主訴は不快感（いわゆる不定愁訴）な
どの身体化症状であったが，さらに問診をすすめた
ところ，強い抑うつ気分や，興味または喜びの消失
などの精神症状を認めたため，精神科へ依頼となっ
た。精神医学的には“大うつ病性障害（うつ病）”と診
断されると考えられた。

治療歴：抗うつ薬のミルナシプラン（５０mg／日）の
服用により，不快感は２週間ほどで消失し，抑うつ
症状にも改善を認めた。

６．まとめ

以上，歯科・口腔外科領域において診る機会が多
いと思われる，疼痛や違和感を主訴とする精神疾患
について説明した。

身体化症状を呈する患者を診た場合には，不可逆
的な処置や侵襲的な処置は，絶対に行ってはならな
い。医師・歯科医師は，原因不明の疼痛で長く悩ん
でいる患者に対して，救済幻想（rescue fantasy）を
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抱きやすいので，注意が必要である。
疼痛性障害の患者は，きちんと診断を行った上

で，抗うつ薬の処方が可能であれば，十分量の抗う
つ薬の投与と認知行動療法的アプローチにて治療を
行ってよいであろう。身体化障害が疑われる患者
は，精神科医へコンサルトするとよいであろう。大
うつ病性障害（うつ病）が疑われる患者は，速やかに
精神科医へ紹介することが望ましい。

本論文の要旨は，第２８６回東京歯科大学学会（２００８年１０月１９
日，東京）において招待講演したものである。
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