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はじめに

線維筋痛症（Fibromyalgia：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
とする疾患である１）。うつ・不安感などの精神症状
を示すことも多く，臨床症状以外には通常の検査で
はほとんど異常を示さない。原因はいまだ不明であ
り，治療方法の確立はされていない。医療従事者に
おいても認知度が低いのが現状である。
歯科領域では本疾患は，しばしば顎関節症（most

common temporomandibular disorders）を合併する
ことがあるとされ欧米を中心に顎顔面口腔領域での
報告が散見される２－５）。また，日本顎関節学会の「顎
関節症と鑑別を要する疾患あるいは障害（２０１３）」の
分類の内で「その他の全身性疾患」の項目に新たに
「線維筋痛症」の病名が追加され，また同学会の
「顎関節・咀嚼筋の疾患あるいは障害（２０１３）」の分
類の内で「全身疾患に起因する顎関節・咀嚼筋の疾
患あるいは障害（temporomandibular joint and/or
masticatory muscle diseases or disorders caused
by systemic diseases）」の項目に「その他の全身性
疾患（線維筋痛症）」と記載されている６）。しかし，
我々の渉猟しえた範囲では本邦歯科領域からの報告

は少ない７－１１）。今回は，今後日常臨床において増加
が予想されるFM患者の歯科処置について若干の
文献的考察を加え紹介する。

本邦 FMの臨床疫学像

厚生労働省の研究班による全国疫学調査１２）では，
２００３年１年間にFMの診断で病院に受診した患者数
（受療患者数）は２，６００名［９５％信頼区間（CI）：１，９００
～３，９００名］であった。これは欧米の疫学調査と比
べ極めて少ない患者数である。同研究班により本
邦２地域での住民調査１２）が行われ，本邦の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対４．８と女性
に多く，平均年齢は５１．５±１６．９（１１～８４）歳であり年
齢とともに増加し，５０代にピークがある。しかし，
小児のFMの報告もみられ，患者は幅広い年齢層
に存在している。FMの家族歴は４．１％であった。
FMは全身性エリテマトーデスやシェーグレン症候
群や関節リウマチなどの膠原病に併存する場合もあ
り，従来はこれらの膠原病として診断されていた症
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例もあった。

FMの診断基準

診断には，米国リウマチ学会（ACR）が１９９０年に
作成したFM分類基準１，１３）が広く用いられている（図

１）。また，２０１０年にはACRから FM診断予備基
準１，１４）が提案されている（図２）。
現在，ACR２０１０予備診断基準をさらに簡略化した

ものが提案され［ACR２０１０改定基準（２０１１）］，FM
に重要な自覚症状として，慢性疼痛の拡大度，なら

図１ 米国リウマチ学会線維筋痛症分類基準の圧痛点（１９９０），米国リウマチ学会線維筋痛症の分類基準（１９９０）
線維筋痛症診療ガイドライン２０１３，（日本線維筋痛症学会編），pp２４，日本医事新報社，東京，２０１３．より１）引用

図２ 米国リウマチ学会線維筋痛症診断予備基準（２０１０）
線維筋痛症診療ガイドライン２０１３，（日本線維筋痛症学会編），pp２７，日本医事新報社，東京，２０１３．より１）引用
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びに疼痛以外の自覚症状として疲労感，起床時不快
感，認知症（思考，記銘力障害），あるいは頭痛，抑
うつ気分，下腹部痛または下腹部クランプを取り入
れ，総計３１点となる。このスコアが１３／３１以上の場
合はFMと診断できるとし，スコア値が（０～３１）
が FMらしさを現しているとされている１，１５）。

FMの発症要因

発症には遺伝的素因もあるが，外傷，手術，ウイ
ルス感染などの物理的因子，心理的，社会的ストレ
スの影響などの関与も考えられている。これらの因
子が神経・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
系の混乱をきたしてFMの疼痛を起こすことが発
症の機構として考えられている１）。抜歯などの歯科
処置が，本症の最初の疼痛の引き金となっている症
例もある。

FMの臨床像

FMは全身の多様な筋骨格系の痛みを主体とした
慢性的な疼痛性疾患である。これに加え疲労感・睡
眠障害・抑うつ状態・不安感などの精神的症状を示

すことも多く，原因の詳細は不明な疾患である１）。
他覚症状としては体幹部の特異的な圧痛点が存在す
る。
その他にはある種の自己抗体の存在１６）や脳におい

て尾状核の血流異常１７）の報告が散見される。侵害受
容器神経経路の脊髄・脳レベルでの中枢性感作・過
敏症，下降性痛覚制御経路の障害の成立による神経
因性疼痛も原因と考えられている１）が確定的ではな
い。通常の血液検査やエックス線検査などでは異常
は認められないため診断に苦慮することが多い。
原因不明の激しい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。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。本疾患
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まったく関係ない領
域へ広範囲におよぶことである。この疼痛持続時間
は長く，疼痛の程度はしだいに激しくなり，患者の

図３ 重症度分類試案（厚生労働省特別研究班：第３回GARN国際会議にて発表，Arthritis Research Abstract，
２００３）
線維筋痛症診療ガイドライン２０１３，（日本線維筋痛症学会編），pp１１，日本医事新報社，東京，２０１３．より１）

引用
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QOLは著しく低下する（図３）。さらに，筋骨格系
以外の症状としてレイノー症，過敏性大腸炎，間質
性膀胱炎，意識障害などが出現する場合もある。
FMに対して根本的治療は確立されておらず，症

状に応じた種々の治療が行われているのが現状であ
る。FMの治療薬としては，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の患者で有効
な薬剤がことなり，個々の患者に適した薬剤を選択
している。

FMの歯科臨床像

口腔領域ではFMの患者は顎関節症，口腔乾燥
症，舌痛症，味覚障害を合併しやすいとされ，Nel-
son ら５）は口腔乾燥症７０．９％，舌痛症３２．８％，味覚
障害３４．２％にみられるという。
FMの顎関節症併発率はHeirら１８）は１８％，Fricton

ら１９）は２０％，Plesh ら２）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。
鑑別の要点として

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では全
身の筋における慢性疼痛の部分症状であること２０）

２．顎関節症の咀嚼筋痛障害は特定のトリガーポイ
ントまでたどることができる可能性があるが，
FMでは特定のトリガーポイントを確認できない
こと２１）

３．顎関節症に比べFMで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
ること２）

４．顎関節症に比べFMでは疼痛閾値が低いこと２）

５．FMでは疼痛起源を確認できないこと２１）

６．顎関節症では関連痛もあるがFMでは関連痛
がほとんど認められないこと２１）等があげられる。
FM患者の顎関節症に対しては通常の顎関節症の

治療が適応されるが，FMによる咀嚼筋痛障害は咀
嚼機構に特有のものではないため顎関節症治療に
よる根本的な管理は行わない。豊福ら１１）は SSRI と
SNRI で，小嶋ら９）は TCAの単独薬物療法で，吉村
ら７）は Pregabalin で改善を認めた報告をしている。
FM患者において精神的・肉体的なストレスがそ

の疼痛発作の誘因となる。抜歯などの歯科処置が本
症の疼痛の引き金となっている症例もしばしばみう
けられる。歯科治療は疼痛，音，臭い，不自然な体
位など様々なストレスを患者に与えることが考えら
れ，治療に伴うこれらの刺激をできるだけ取り除く
必要がある。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
する配慮も必要である。
大桶ら３）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５）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神的・肉体的なスト
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可能であればベ
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検討している。
抜歯などの侵襲性の強い観血処置を施行する際は

処置を継起にFMの発作が生じたり，FMのコント
ロール状態が悪化する可能性があることを念頭に置
き処置をする必要がある１）。抜髄や観血処置後の異
常疼痛が歯科的要因から生じるものであるか，ある
いはFMの全身症状によるものであるか判断を要
し，それに対応した対応が望まれる。
また，根尖病巣の急性転化が原因でFMの疼痛

発作が誘発された症例では，歯科処置によりFM
の全身状態が改善傾向を示し疼痛が軽減したとの報
告２２）もあり，歯性病巣感染がFMの増悪を惹起して
いる場合は，FMの疼痛コントロールに先んじての
歯科処置が必要であると思われる。

まとめ

FMはいまだ原因不明な疾患であり治療方法が確
立されていない。医療従事者においてもその認知度
は低い。事前に診断されることなく歯科を受診する
ことも予想される。FMが疑われる場合は，高次医
療機関や専門医へ紹介し連携をとりながら，FMの
症状の軽減・改善を図ることが必要である。また，
FMの診療と併行あるいは先んじての歯科処置が必
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要な場合もある。FMの発作は個々によって有効な
薬剤が異なること，一般にNSAIDs は効果がない
ため，あらかじめ主治医と連携し，個々の患者の有
効薬や疼痛コントロール状態を把握し，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。

文 献
１）線維筋痛症診療ガイドライン２０１３，（日本線維筋痛症学
会編），pp１－１８５，日本医事新報社，東京，２０１３．
２）Plesh O, Wollfe F : The relationship between fibromal-
gia and temporomandibullar disoders. Prevalence and
symptom severity. J Rheumatol,２３：１９４８－１９５２，１９９６．
３）Korszun A, Papadopoulos, E, Demitrack M, Engleberg
C, Corofford L : The relationship btween temporomandi-
bullar disorders and stress-associated syndromes. Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,８６：４１６－４２０，１９９８．
４）Korszun A : Facial pain, depression and stress-con-
nections and directions. J Oral Pathol Med, ３１：６１５－
６１９，２００２．
５）Nelson L, Rhodudus J : Oral symptoms associated with
fibromyalgia syndrome. J Rheumatol, ３０：１８４１－１８４５，
２００３．
６）新編 顎関節症，（一般社団法人日本顎関節学会編），pp
２－３，永末書店，東京，２０１３．
７）吉村仁志，大場誠悟，松田慎平，小林淳一，石丸京子，
佐野和生：開口障害を含む口腔顔面領域の多彩な症状を呈
した線維筋痛症の１例，日顎誌，２４：１８６－１９１，２０１２．
８）大桶華子，工藤 勝，河合拓郎，國分正廣，小関裕代，
金澤 香，三浦美英：歯科治療時の吸入鎮静の目的で用い
た亜酸化窒素が線維筋痛症患者の鎮痛に有用であった１症
例，日歯麻誌，４０：３２０－３２１，２０１２．
９）小嶋由子，栗田 浩，藤森 林，中塚厚史，成川純之助，
倉科憲治：線維筋痛症候群に合併した顎関節症の１例，日
口外誌，５１：６２２－６２５，２００５．

１０）今井智明，平林幹貴，小林清佳，小椋 晋，篠原健一郎，
砂田勝久，住友雅人，中村仁也：静脈内鎮静法下歯科治療
終了時に著しい発作をおこした線維筋痛症の１例，日歯麻
誌，３３：２４３－２４７，２００５．

１１）豊福 明，都 温彦：線維筋痛症を伴った咬合の異常
（顎関節症）の１治験例，日歯心医，１８：９９－１０１，２００３．
１２）松本美富士，前田伸治，玉腰暁子，線維筋痛症の臨床疫

学像（全国疫学調査の結果から）：臨床リュウマチ，８：８７
－９２，２００６．

１３）Wolf F, Smythe HA, Yanus MB : The American col-
lege of Rheumatology 1990 criteria for classification of
fibromyalgia. Arthritis Rheum,３３：１６０－１７２，１９９０．

１４）Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA,: The American
College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria
for fibromyalgia and measurement of symptom severity.
Arthritis Care Res,６２：６００－６１０，２０１０．

１５）Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA : Fibromalgia and
severity scales for clinical and epidemiological studies : a
modification of the ACR preliminary diagnostic criteria
for fibromylgia. J Rheumatol,３８：１１１３－１１２２，２０１１．

１６）Klein R, Berg PA : High incidence of antibodies to
5-hydroxytryptamine, gangliosides and phospholipids in
patients with chronic fatigue and fibromyalgia syndrome
and their relatives : evidence for a clinical entity of both
disorders. EyR J Med Res, １：２１－２６，１９９５．

１７）Mountz JM, Bradly LA, Modell JG, Alexander RW,
Triana-Alexande M, Aaron LA, Stewart KE, Alarcon GS,
MOuntz JD : Fibromyalgia in women. Abnormalities of
regional cerebral blood flow in the thalamus and the cau-
date nucleus are associated with low pain threshold lev-
els. Arthritis Rheum,３３：１６０－１７０，１９９０．

１８）Heir GM : Differentiation of orofacial pain related to
Lyme disease from other dental and facial pain disorders.
Dent Clin North Am,４１：２４３－２５８，１９９７．

１９）Fricton JR : Atypical orofacial pain disorders : A study
of diagnostic subtypes. Curr Rev Pain, ４：１４２－１４７，
２０００．

２０）杉崎正志，木野孔司，小林 馨：TMDと口腔顔面痛の
臨床管理（Pertes RA, Gross SG, 編），pp１０８－１１１，クイン
テッセンス出版，東京，１９９７．

２１）杉崎正志，今村佳樹：口腔顔面痛の最新ガイドライン改
訂第４版（de Leeuw R編），pp１６８－１６９，クインテッセン
ス出版，東京，２００９．

２２）林宰央，恩田健志，大金 覚，村松恭太郎，大畠 仁，
髙野伸夫，柴原孝彦：顎関節症様症状を伴った線維筋痛症
の１例，日顎誌，２５：１１２，２０１３．

別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２
東京歯科大学口腔外科学講座 林 宰央

林，他：線維筋痛症の歯科処置２１０

― ２４ ―


