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関連医学の進歩・現状

頭痛専門医からみた口腔顔面痛の診断と治療

村松和浩

はじめに

「神経内科」は極めて広い守備範囲を持つ（図１）１）。
神経内科が扱う患者の主訴は，感覚障害，運動障
害，認知機能障害，意識障害・めまい・けいれんな
どの救急症状まで多岐にわたる。その中で頭痛疾患
であれば，口腔顔面痛を含めて歯科との診療協力体
制は大切である。
一般に疼痛性疾患は疼痛部位がはっきりしてお

り，原因疾患が明確であることが多いが，頭痛・顔
面痛は特異である。頭部，顔面では脳神経，頸神経
が複雑に入り組み，診療科からみても神経内科，脳
神経外科，眼科，耳鼻科，歯科口腔外科，整形外科
さらに精神科といくつもの科が関係する深く広い領
域をなす（図２）１）。したがって頭痛・顔面痛を理解
するためには解剖，生理，病理を含めた幅広い包括
的な知識が必要となる。また，神経内科疾患は他の
医科領域より病歴が重視され，病歴だけで６０～７０％
の診断を可能にする。

歯科医と頭痛診療

２）慢性頭痛の診療ガイドライン２０１３（図３）の中で
「歯科医は頭痛医療にどう取り組むべきか」という
クリニカルクエスチョンがあり次の３項目がグレー
ドＢで推奨されている。①頭痛と顎関節症の鑑別診
断をすることが望ましい，②原因不明の鑑別診断に
おいて，一次性頭痛，二次性頭痛による痛みが歯に

波及する可能性も考慮する必要がある，③診断に苦
慮する症例で頭痛を伴う場合には，速やかに専門医
に紹介するべきである，の３項目である。
その背景として，顎関節症は圧倒的に女性に多

く，一次性頭痛，特に片頭痛，緊張型頭痛は顎関節
症を併発していることが多いこと。また群発頭痛，
片頭痛患者では痛みが顔面や歯におよぶことがある
ため，歯痛や顎関節の痛みを主訴に歯科を受診する
ことがあること。よって，これらの頭痛と顎関節
症，歯原性歯痛の鑑別が出来ることが望まれるとし
ている。
解説としては，片頭痛は有病率の高い疾患である

ため，他の有病率が高い疾患と偶発的に共存する可
能性があり，顎関節症患者の半数が片頭痛を併発し
ていると言う報告があるとしている。片頭痛の痛み
が三叉神経第１枝領域のみだけではなく２枝，３枝
領域にも感じられることがあり，顎関節症，あるい
は歯痛と誤診されることがある。これは片頭痛発作
により中枢神経系が感作された結果であり，逆に頭
頸部の深部痛が中枢神経系を感作させると言う報告
もみられ，結果的に顎関節症は頭痛の発作回数増悪
や慢性化の寄与因子の１つであるとしている。

口腔顔面痛と頭痛

口腔顔面痛とは三叉神経領域の疼痛全般を指し，
様々な病態が含まれている。非歯原性歯痛は種々の
原疾患で発現し，時として歯原性歯痛と診断され，
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鈴木則宏編，神経診察クローズアップ，MEDICAL VIEW社から改変１）

図１ 神経内科の広い守備範囲

何らの病態を持たない歯の歯髄処置や抜歯が行われ
ることも多い。頭痛は主として三叉神経分布領域の
病態によって生じることから，口腔顔面痛と密接な
関連があり，鑑別診断が求められる。
１．歯科疾患と二次性頭痛
国際頭痛分類第３版  beta 版（ICHD-３β） ３）（図３）

の中で口腔顔面痛と関連が直接に示されている項目
は第２部二次性頭痛の「１１．頭蓋骨，頸，眼，耳，
鼻，副鼻腔，歯，口あるいはその他の顔面・頸部の
構成組織の障害による頭痛あるいは顔面痛」の中
で，「１１．６歯・顎の障害による頭痛」，「１１．７顎
関節症（TMD）のよる頭痛」，「１１．８茎突舌骨靱帯
炎のよる頭痛あるいは顔面痛」，「１１．９その他の頭

鈴木則宏編，神経診察クローズアップ，MEDICAL VIEW社から改変１）

図２ 他科との協力体制

蓋骨，頸，眼，耳，鼻，副鼻腔，歯，口あるいはそ
の他の顔面・頚部の構成組織の障害による頭痛ある
いは顔面痛」および，第３部有痛性脳神経ニューロ
パチー，他の顔面痛およびその他の頭痛として
「１３．１三叉神経痛」等である。１１．６は歯周炎や
智歯周囲炎などの歯科疾患の痛みが頭痛と感じられ
る場合が相当し，１１．７は関節性顎関節症の痛みが
頭痛と感じられる場合である。筋緊張の結果起こる
１１．７「顎関節症による頭痛」と２．「緊張型頭
痛」にはある程度のオーバーラップが存在する。
TMDの診断が不確実の場合，その頭痛は２．「緊
張型頭痛」，あるいは緊張型頭痛のサブタイプ（恐ら
く頭蓋周囲の筋圧痛を伴うもの）として考えられる

図３ 頭痛診療のバイブル
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べきである。
１１．６のコメントとしては以下のようである。歯
の疾患は通常，歯痛または顔面痛（あるいはその両
方）を引き起こすが，頭痛を引き起こすことはまれ
である。しかし，歯からの痛みが関連痛を引き起こ
し，広範な頭痛を来す可能性がある。１１．６「歯・
顎の障害による頭痛」の最も多い原因は，歯周炎や
下部の半埋状智歯周辺の感染や外傷性刺激によって
生じた智歯周囲炎である。
１１．７「顎関節症（TMD）による頭痛」は通常，
顔面の耳介前方部，咬筋および側頭筋に最も顕著に
みられる。疼痛の発生源には関節円板の転移，骨関
節炎，関節の過剰可動性および局所的な筋膜疼痛が
あるとコメントがある。
口腔顔面痛の中で国際頭痛分類 ICHD-３ βに分類

されている代表的疾患に三叉神経痛がある。三叉神
経痛は，第３部有痛性脳神経ニューロパチー，他の
顔面痛および他の顔面痛の下位分類，「１３．１三叉
神経痛」に分類されている。その他に，「１３．２舌
咽神経痛」，「１３．３中間神経（顔面神経）痛」，
「１３．１０口腔内灼熱症候群」，「１３．１１持続性特発性
顔面痛」等が分類されている。
２．三叉神経痛
三叉神経痛の歴史は古く，最古の記載は１世紀と

考えられている。１７世紀にも症状の記載が散見され

表１ 三叉神経痛の歴史

紀元１世紀 カッパドキアの Aretaeus の古文書に三叉
神経痛と思われる記述あり

１６７７年 Locke が Northumberland 公爵夫人を診察
し三叉神経痛の記述

１７５６年 Andre が“tic douloureux”の記載
１７７３年	 Fothergill“On a painful affliction of the

face”片側性の発作性の疼痛・接触による
疼痛誘発などが記載

１８９１年	 Horsley による三叉神経節切除術
１９２９年 Dandy による血管による三叉神経の圧迫

が原因ではないかとの提唱
１９４２年 Bergouignan が diphenylhydantoin の有効

性を報告
１９５０年代 Gardner と Miklos による Dandy の説の再

提唱
１９６０年代 カルバマゼピンの治療応用開始（random-

ized placebo-controlled study）
１９７０年代 Jannetta による減圧術の多数例での検討
１９９０年代後半 radiosurgery の導入

るが，tic douloureux（TN）はフランスの  Andre に
よる命名とされている。また，Dandy が三叉神経が
血管に圧迫されて TN生じるのではないかと記載し
たのは１９２９年の論文である。１９４２年には Bergouig-
nan が diphenylhydantoin を治療に使い始め，カル
バマゼピンの導入は１９６０年代に始まった。有名な
Jannetta の減圧術は１９７０年代に始まり，１９９０年代
に入り radiosurgery が導入された（表１）。
Katusic らは，１９４５～１９８４年にアメリカのミネソ

タ州ロチェスターで三叉神経痛の疫学調査を行い，
１０万人当たりの年間発症数は４．３人と報告した４）。年
齢が進むと発症者が増加することが明らかとなり，
４０歳代で３．７人であったものが７０歳以降で２５人と大
きな違いを認めている。MacDonald らによるイギ
リスの研究では，１０万人当たりの年間発症は８人で
あった５）。
三叉神経痛は，再発性，片側性の短時間の電撃痛

で，突然開始し終了する。三叉神経枝の支配領域に
限定しており，非侵害刺激によって誘発される（２
枝領域以上におよぶことあり）。通常，洗顔，髭剃
り，喫煙，会話または歯磨き等の１つ以上の弱い刺
激により誘発されるが，自発的に起こることもあ
る。痛みは様々な期間を持って緩解し，波がある。
１３．１．１「典型的三叉神経痛」は通常，第２ま
たは第３枝領域に多く，第１枝に生じることは少な
い（図４）６）。痛みの発作が起こった後には，通常，
痛みが誘発されない不応期がある。

Jacob et al．（１９９６）６）

図４ 典型的三叉神経痛

― １１ ― 
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一次性と言うよりも典型的三叉神経痛という用語
が用いられるのは，最近のエビデンスによれば，原
因が血管（最も頻度が高いのは上小脳動脈）による
三叉神経への圧迫によるものであるからである（表
２７），図５）。画像診断（MRI が望ましい）は二次性
の原因を除外するために実施すべきであり，多くの
患者では三叉神経の血管による圧迫所見がみられ
る。鑑別診断は表３のようなものが挙げられる。血
管による三叉神経の圧迫が原因であるとされる根拠
を表４に挙げる。血管の神経への圧迫は神経の萎縮
を引き起こすこともあるが，Kress らは４１名の三叉
神経痛患者と５０名の健常人を対象に，MRI 冠状断
で三叉神経の断面積測定を行った８）。その結果，三
叉神経痛患者では症状側は健常側に比較して，断面
積は有意に低値であった（図６）。
１３．１．２「有痛性三叉神経ニューロパチー」
は，ICHD-II では「症候性三叉神経痛」と分類され
ていたもので，「典型的三叉神経痛」と完全に鑑別
できない類似した疼痛症状を有するが，MRI など
で血管性圧迫以外の器質的原因を検索して診断す
る。すなわち，神経系の疾患や神経障害によって生
じる三叉神経枝の支配領域に生じる頭部あるいは顔
面痛である。原因には，急性帯状疱疹，帯状疱疹

７）表２ 三叉神経を圧迫する血管の内訳（Jannetta et al,１９９６）

血管名 患者数 頻度（％）

上小脳動脈 ９０９ ７５．５
前下小脳動脈 １１６ ９．６
後下小脳動脈 ８ ０．７
椎骨動脈 １９ １．６
脳底動脈 ９ ０．７
迷路動脈 ３ ０．２
その他の小動脈 １８６ １５．４
静脈 ８２２ ６８．２

後，外傷後，多発性硬化症（MS），占拠性病変，そ
の他がある。痛みの性質や重症度は原因により様々
である。有痛性三叉神経ニューロパチーを疑う根拠
は，発作性疼痛の他に該当する三叉神経の支配領域
に知覚鈍麻などの感覚障害が存在すること，発作後
の不応期がないことなどである。その他に若年者，
反対側に痛みが生じる，両側性，経過中の疼痛症状
の変化を生じた場合には MS，脳腫瘍などの原因を
考慮しなければならない。MSの１～５％の患者が
三叉神経痛を呈し，逆に三叉神経痛を呈した患者の
２～６％で MSが診断されている９）。脳腫瘍に関し
ては組織型は類上皮腫，髄膜腫，神経鞘腫が多数を

表３ 三叉神経痛の鑑別診断

１．症候性三叉神経痛（Symptomatic trigeminal neuralgia）
多発性硬化症
後頭蓋窩腫瘍（類上衣腫・髄膜腫・神経鞘腫など）
動脈瘤
Charcot-Marie-Tooth 病など

２．舌咽神経痛・中間神経痛
３．SUNCT（short-lasting, unilateral, neuralgiform head-

ache with conjunctival injection and tearing）
４．群発頭痛（Cluster-tic syndrome）
５．慢性発作性片側頭痛（Chronic paroxysmal hemicrania）
６．帯状疱疹後神経痛
７．巨細胞動脈炎
８．Tolosa-Hunt 症候群
９．顎関節症

表４ 典型的三叉神経痛の原因が血管圧迫であるとする根拠

１．MRI で同部位に三叉神経を圧迫する血管の存在が確
認される。

２．血管による圧迫部位の近傍の摘出標本で脱髄などの病
理学的変化が確認される。

３．減圧術によってほとんどの患者で恒久的に神経痛が消
失する。

４．減圧術後，術中の神経伝導速度記録で改善が確認され
る。

図５ 三叉神経を圧迫する血管
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図６ 三叉神経痛患者の三叉神経の断面積の左右差８）

三叉神経痛患者では症状側は健常側に比較して，断
面積は有意に低値であった

占める。
急性帯状疱疹の発症後，高齢者では１３．１．２．

２「帯状疱疹後三叉神経ニューロパチー」に移行す
ることが多い。三叉神経第１枝は，最も罹患頻度が
高いが，第２，３枝に起こることもある。典型的に
は，焼け付くような痛みと痒みである。通常，感覚
障害とアロディニアも同部位に起こる。
治療は，基本的には薬物療法がまず試みられる

（表５）。薬物療法が有効でない場合には外科的治療
が考慮される。外科的治療は神経血管減圧術が，一
般的であるが，近年ガンマナイフによる放射線手術
の経験が蓄積されてきており，侵襲性の低さから選
択肢の一つとして注目されている（表６）。
次の症例は歯科を受診する三叉神経痛の典型的な

症例である。
症例１ ８６歳 男性
主訴：痛みで食事が出来ず体重減少，抑うつ傾向
現病歴：２年前から時々顔面痛発作あり。初発年

齢８４歳。疼痛発作が起こる部位は，左上唇，頬，上

顎である。食事，洗顔，髭剃り，会話などが誘発と
なり電撃痛が走る。２年前より疼痛発作はあった
が，特に治療することもなく，なんとなく軽快して
いたので気にしていなかった。しかし，今回はなか
なか軽快せず，どんどんひどくなる一方で，食事量
も減少し，会話も減少した。今回の疼痛発作発現
後，何カ所も歯科医を受診したが，特に問題ないと
言われ，入れ歯の調整と，疼痛時の NSAID処方が
あるだけだった。
３．群発頭痛
群発頭痛は，ICHD-３ βでは「三叉神経・自律神

経性頭痛」の一つに分類されている。若年～中年に
好発し，男性に多い疾患で男女比は２．５：１～３．５：
１と報告されている。三叉神経痛とは異なり，一側
性の三叉神経第１枝領域，すなわち眼窩周囲あるい
は側頭部の激しい疼痛と同側の自律神経症状を中核
症状とする。８８～９２％は眼窩後部に，６９～７０％で側
頭部に，５０～５３％で上顎部に痛みを訴える。自律神
経症状は流涙・結膜充血・鼻閉の頻度が高く，これ
らは副交感神経亢進を示す。一方，縮瞳，眼瞼下
垂，眼球陥凹を三徴とする Horner 症候群は約７０％
の頻度で認められる。顔面痛は持続時間が３時間以
内であり，穿刺様あるいは灼熱様と表現される。疼
痛発作中は落ち着きなく動き回る。特徴的なのは，
頭痛発作が連日的に繰り返される群発期があること
である。群発期が終了すると寛解期に入る。飲酒，
睡眠が発作誘発因子である。ICHD-３ β診断基準を
表７に示す。
群発期が周期的に起き，発作が日内周期性を示す

ことなどから，生物学的リズム形成に重要な役割
を果たす視床下部視交叉上核の異常が想定されて
いる。発作中に施行された PETで視床下部の活性

表５ 三叉神経の薬物治療

薬物名 投与量（１日量） 特徴 副作用

カルバマゼピン １００－６００ mg 複数のランダム化試験で有用性が証明 めまい・血球減少・薬疹
バクロフェン ５－３０ mg GABA誘導体で，半減期が短い 眠気・めまい
フェニトイン ２００－５００ mg 使用期間が長くなると効果が減弱 歯肉増生・多毛症・失調
ガバペンチン ６００－２４００ mg イオンチャネル阻害や GABA様作用 眠気・肝障害
バルプロ酸 ４００－１２００ mg GABA作用増強 肝障害・振戦
ラモトリジン ２５－４００ mg Na＋チャネル阻害作用 薬疹
プレガバリン １５０－６００ mg Ca２＋チャネル阻害作用 めまい 

Oxcarbazepine ９００－１８００ mg カルバマゼピン誘導体，本邦未発売 低 Na 血症
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表６ 三叉神経の外科的治療

１．神経血管減圧術
（microvascular decompression）

２．ガンマナイフによる定位的放射線手術
（gamma knife stereotactic radiosurgery）

３．三叉神経節熱凝固療法
（Radio-frequency thermocoagulation）

４．グリセロール注入
（glycerol rhizolysis）

５．バルーンによる圧迫術
（balloon microcomression）

化が観察され１０），高解像度 MRI による voxel-based
morphometry で視床下部後下部の灰白質密度の上
昇が認められた１１）。さらに，MRスペクトロメトリー
によってニューロン障害を示す  N-acetylasparate
（NAA）／クレアチン比の低下が報告されていること
から，群発頭痛では視床下部における機能的および
器質的異常が存在すると考えられる１２）。
群発頭痛の急性期治療を表８，図７に示す。保険

適応は，スマトリプタンの皮下注射のみが認められ
ている。群発頭痛発作期の予防療法は表９に示す。
保険適応薬はない。
症例２ ４１歳 男性
主訴：左上顎部の頻繁に繰り返す激痛
現病歴：１０年くらい前から年に１～２回，左上顎

部を中心とした激痛が出現するようになった。痛み
は特に誘因なく出現し，約１か月くらいで毎日のよ
うに頻発し突然消失した。朝方，激痛で目覚めるこ
とが多かった。痛みはじっとしていられないような
激痛で，１時間くらいで最強となり，その後３０分～
１時間くらいで寛解した。各種薬物療法は受けたが
良好な結果は得られず，発作と自然寛解を繰り返し
た。初めの５年間は夏場に１か月続いた。頭部
CT，MRI 検査は受けたが異常はなかった。

表７ 群発頭痛の ICHD-III β診断基準（日本頭痛学会訳）

Ａ．Ｂ～Ｄを満たす発作が５回以上ある
Ｂ．未治療の場合，重度～きわめて重度の一側の痛みが眼

窩部，上眼窩部，眼窩上部または側頭部のいずれか１
つ以上の部位に１５～１８０分間持続する

Ｃ．以下の１項目以上を認める
１．頭痛と同側に少なくとも以下の症状あるいは徴候の
１項目を伴う
ａ）結膜充血または流涙（あるいはその両方）
ｂ）鼻閉または鼻漏（あるいはその両方）
ｃ）眼瞼浮腫
ｄ）前額部および顔面の発汗
ｅ）前額部および顔面の紅潮
ｆ）耳閉感
ｇ）縮瞳または眼瞼下垂（あるいはその両方）

Ｄ．発作時期の半分以上においては，発作の頻度は１回／
２日～８回／日である

Ｅ．ほかに最適な ICHD-３の診断がない

４．薬剤の使用過多による頭痛（medication-overuse 
headache : MOH）
MOHは「以前から一次性頭痛を持つ患者が，１

種類以上の頭痛治療薬を３ヶ月を超えて定期的に使
用しており，頭痛は１か月に１５日以上存在する（定
期的な使用とは月に１０日以上の使用）」頭痛であ
る。MOHは日常生活への支障度が高く，適確な診
断は臨床的に非常に重要である（図８）。
歯科領域で注意が必要なのは，上記のように元来

頭痛持ちの患者が慢性の歯原性疼痛を患ったときの
アセトアミノフェン，NSAIDなどの鎮痛薬の処方
である。すなわち，歯痛に対する鎮痛薬も頭痛持ち

図７ スマトリプタン自己注射キット

表８ 群発頭痛の急性期治療

治療法 グレード

スマトリプタン３mg皮下注射（１日６mgまで） Ａ
スマトリプタン点鼻薬２０ mg/dose Ｂ
ゾルミトリプタン５～１０mg経口投与 Ｂ
純酸素，フェイスマスク側管より７L／分で１５分間吸入 Ａ
ソマトスタチン，オクトレオチド，リドカイン，エルゴタミン，通常の鎮痛薬（NSAIDs） Ｃ
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表９ 群発頭痛発作期の予防療法

１．反復性群発頭痛の予防療法
①カルシウム拮抗薬では，海外でベラパミル３６０ mg／日が予防効果を示すが心伝導遅延作用による徐脈や心不全の合併が問
題となる。ロメリジンは，臨床治験の段階で若干の予防効果が期待されているが，保険適用外である（２０１３年３月現在）。

②酒石酸エルゴタミン（１～２mg）の就寝前の予防内服は有効なこともある。
③シバマイド（カプサイシンと類似の構造をもつ）の点鼻は海外で有効と報告されているわが国で臨床試験は未施行である。
④副腎皮質ステロイドについてエビデンスは明らかではないが効果があるとされている。
⑤トリプタン，メラトニンについての効果は明らかでない。

２．慢性群発頭痛の予防療法
炭酸リチウム，バルプロ酸，ガバペンチン，トピラマート，divalproex sodium，バクロフェンなどの有効性が報告され

ているが効果について確立はされていない。

図８ 薬剤の使用過多による頭痛

の患者に対しては頭痛薬として治療する際と同様で
あり，週に２，３日の鎮痛薬の使用がだらだらと３
ヶ月続くと MOHが起こる可能性が高くなる。歯科
治療の際に急性期は抗生剤，鎮痛薬を短期間連日で
使用することがあるが，短期間であれば MOHは起
こらない。歯科医が鎮痛薬を処方しなくも患者が市
販の鎮痛薬を購入し頻回に使用している場合もある
ので，患者への MOHの説明，注意喚起が必要なこ
とがある（表１０）。
症例３ ４３歳 女性
主訴：頭痛が毎日あり，頭痛薬もあまり効かない
現病歴：２０歳頃から時々，拍動性の頭痛あり。市

販の頭痛薬で軽快していた。３４歳，出産後から頭痛
発作が頻回になり，頭痛の程度も悪化してきた。頭
痛薬の服薬回数も増加。４０歳，かかりつけの内科医
院で相談。鎮痛薬と筋弛緩薬を処方された。４１歳，
強い頭痛発作を経験。総合病院，脳外科を受診。エ
ルゴタミン製剤を内服開始。頭痛はやや改善した
が，月経時には強い頭痛あり。トリプタン製剤を処
方されたが，あまり効果がなかった。

表１０ 患者への注意喚起

●頭痛薬を飲み過ぎないようにしましょう
●市販の鎮痛薬に頼らず専門医の元で適切な治療を受けま
しょう

●もともとの頭痛の状態を把握しましょう
●トリプタン製剤や鎮痛薬の服薬は月に１０日以内に抑えま
しょう

●鎮痛薬を予防的に飲むのは避けましょう

おわりに

口腔顔面痛は歯科と医科の両方にまたがる分野で
あり，医科領域では一次性頭痛，二次性頭痛および
三叉神経痛に起因する神経内科疾患が多くを占め
る。これらを鑑別するためには，基本的な病歴聴取
の技術，神経学的所見の取り方，口腔顔面痛を来す
医科疾患の特徴や診断基準について知識が必要とな
る。

本稿は第３０５回東京歯科大学学会（２０１８年６月２日，東京）
における特別講演を元にした。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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