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はじめに

痛みの発現は，誰にとっても辛く苦しい経験であ
り，長く続けば続くほど，私たちの日常生活を脅か
すものである。患者は痛みからの解放を求めて，医
療者に救いを求める。医療者にとっては，患者の痛
みを取り除き，苦痛から救うことこそが，使命であ
る。著者は，四半世紀以上を口腔顔面領域の痛みの
治療に没頭してきた。これまでの臨床から得られた
経験や研究結果から，痛みとその制御について概説
する。

痛みとは

凡人の誰もが有する五感には，視覚，聴覚，嗅
覚，味覚，触覚がある。視覚は，目に入ってきた光
と呼ばれる電磁波情報を，眼球内の網膜の神経細胞
が電気信号に変換し，テレビケーブルのような視神
経を通して大脳の後頭葉に伝えられ，私たちは映像
として認識する。同様に，聴覚は内耳のコルチ器官
で，嗅覚は鼻粘膜嗅部で，味覚は口腔粘膜の味蕾
で，触覚は全身に分布する受容器で外からの刺激を
それぞれ神経細胞が電気信号に変換し，大脳で認識

する。この視覚，聴覚，嗅覚，味覚，触覚で構成さ
れた五感という概念は，２４００年も前にギリシャの哲
学者アリストテレスによるものであるが，痛みすな
わち痛覚がこのリストから外れている。東洋でも仏
教の般若心経に類似の「眼耳鼻舌身」の五官が読ま
れているが，「痛」が含まれていない。人類史上，
痛みは，他の感覚とは一線を画した存在であったと
言えよう。アリストテレスは，痛みを五感から得ら
れる快感と対立するものとして論じてきた。その概
念から解釈された痛みは，人間の魂・情念から生ま
れるとされ，宗教的には神からの戒めとして位置付
けられてきた。また，刑罰や成人儀式など社会的に
も文化的にも，痛みは人間社会に広く利用されてき
た。人間の社会生活に深く関わっているにも関わら
ず，人間が理解するには難解で，非常に複雑な生理
機能であるがゆえに，他の感覚群の枠に収まらな
かったのかもしれない。実際に，受容器から得られ
た痛覚刺激のオリジナル情報は，単なる直線的な電
気信号の伝達ではなく，様々な修飾を受けながら脳
の広汎な領域が関与して作られ，痛みという経験に
なる。その経験の成立には，明らかに怒り，快楽，
熱中などが影響している。

一方，痛みは不快で嫌なものであるが，体を防御
するためには絶対的に不可欠でもある。もし私たち
に痛いという感覚がなかったら，ケガをしても気付
かず，大量に出血してしまうかもしれない。また，
それが原因で感染を起こし，結果的に生命を落とす
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ことになるかもしれない。全身性に無感覚なすなわ
ち痛みを感じることのできない無痛無汗症と呼ばれ
る遺伝性疾患がある。痛みを感じないため，全身が
外傷だらけである（図１）。このようなことから考え
ると，痛みという感覚が全くなければ，生命を維持
することは難しいといっても過言ではない。

言い換えると，痛みとは他の感覚とは異なり複雑
かつ謎めいている。痛みは私たちの体の異常を知ら
せる警報器として，ヒトの生活に不可欠なものであ
るが，時として警告の原因が複雑怪奇で，日常生活
を脅かすとんでもない敵に変身するものである。

歯痛の伝達

前述したように，痛みは人間の魂・情念の一種で
あると長きに渡って伝えられてきた歴史的背景があ
る。１７世紀になって，「我思う，ゆえに我あり」と
いう言葉で有名なフランス人哲学者デカルトが，刺
激と脳とを繋げる線すなわち神経の概念を，カト
リック教会の異端宣告を受けながらも表現した。ま
た，この線によって脳へ警報が伝えられること，す
なわち痛みの伝達が人間の防御機構であることを表
現した。その後，１８１１年に Bell が感覚神経は脊髄
後根に中継点が存在することを，１８９５年には Frey
が痛み刺激を神経の抹消の痛み専用の受容器で受け
ることを，そして１９６５年に Melzack が一次ニュー

ロンと二次ニューロンの中継点で痛み刺激伝達の強
弱が調整されることなど，順に報告され現在では二
次ニューロンより中枢の伝達や調整機構も解明され
てきた。

それでは歯痛は，どのように伝達されるのか？
ミュータンスなどの齲蝕原因菌が歯質を破壊して歯
髄腔内に侵入すると，歯髄腔内の血管から好中球や
リンパ球が戦闘状態に入り，炎症が始まる。この戦
闘状態（炎症）を中枢（脳）に伝えるための情報機関が
ブラジキニンなどの発痛物質である。発痛物質は，
感覚神経末梢の自由神経終末に存在する侵害受容器
を活性化させる。侵害受容器が活性化すると，各種
イオンチャンネルが開き，陽イオンが神経細胞（一
次ニューロン）内に流入し，活動電位が発生するこ
とで，一次ニューロン内を痛み情報の電気信号が伝
達される。三叉神経の一次ニューロンと二次ニュー
ロンの中継点である三叉神経脊髄路核尾側亜核まで
伝わると，伝達情報は興奮性や抑制性の修飾を受け
る。すなわち，痛みの伝達情報にアクセルやブレー
キがかけられる。グルタミン酸やサブスタンス P
が放出されやすくなった状態がアクセルのかかった
状態で感作と呼び，脳幹から下行する刺激が痛みの
伝達情報にブレーキをかける機構を下行性抑制と呼
ぶ。これらの両者の修飾を受けた痛みの伝達情報
は，外側を上行し，視床を中継して大脳皮質体性感
覚野に到達する系と，内側を上行し視床を中継して
大脳辺縁系に到達する系に二分される（図２）。この
内側系が，非常に複雑なネットワークによって伝達
され，情動や自律神経系に影響を及ぼし，痛みを多

図１ 無痛無汗症患者の外傷の多い四肢 図２ 歯痛の伝達経路
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軸的にさせる。歯髄炎に対して，十分に局所麻酔が
奏効し適切な抜髄処置が施されれば容易に除痛され
るが，痛みのコントロールが十分でなく，その後の
処置が不適切で痛みが長期化すると，この内側系が
痛み症状を複雑にさせることが想像される。

非歯原性歯痛

患者が歯の痛みを訴えて来院した場合，歯科医師
は，患者の痛みの原因すなわち器質的異常や機能異
常を，肉眼的，エックス線的に診断する。そしてほ
とんどの痛みは，歯牙齲蝕症，歯周炎，歯髄炎，外
傷などの器質的疾患が起因しており，その原因を除
去することで比較的容易に除痛される。このような
原因が歯に存在する歯の痛み，いわゆる通常の歯科
臨床に頻繁に遭遇する歯痛が歯原性歯痛である。そ
れに対して歯に原因がないにも関わらず歯痛を生じ
る病態が，非歯原性歯痛である。痛みの原因が明確
でないため，しばしば誤診が生じる傾向にある歯痛
である。過去には，非定型歯痛とか不定愁訴とさ
れ，診断のゴミ箱に捨てられていた病態である。す
なわち，従来の大学教育では言及されることがな
かった比較的新しい病態である。

ここ数年の神経生理学の急激な進歩によって，痛
みに関する基礎的背景が解明され，「Orofacial
Pain」（口腔顔面痛）という学問領域が確立され，
「非歯原性歯痛」の診療に関するガイドライン
が，２０１１年に日本口腔顔面痛学会（２０１９年改訂版）１）

から，２０１３年に日本歯科麻酔学会２）から発表された。
また，２０１４年からは歯科医師国家試験の出題基準に
も掲載されている。歯科医師が行うべき医療水準
も，急速に変化していると言えよう。非歯原性歯痛

には，筋筋膜性や血管性の痛みの関連痛すなわち他
の臓器からの関連痛による歯痛，神経障害性の歯
痛，心理的要因かが推測される痛み（特発性歯痛）に
分類される。器質的には全く異常がない歯から抜髄
など治療後の歯まで，様々な状態の歯にこれらの痛
みは発現する３）。

１）他の臓器からの関連痛による歯痛
痛みの発生源とは別の部位に痛みを起こすものを

いう。三叉神経は，前述したように中枢への情報伝
達の途中に三叉神経脊髄路核尾側亜核と呼ばれる中
継点を経る。ここには，様々な部位からの刺激伝達
が収束される（図３）。例えば，咬筋の痛みは咬筋神
経を通じてこの中継点に伝達される。下顎の臼歯部
からの下歯槽神経も同様にこの中継点に通じてい
る。咬筋の痛みが持続すると central sensitization
と呼ばれる痛み伝達ニューロンの過敏化がここで発
生し，わずかな入力によっても中枢へ神経伝達され
るようになる。

この結果，もともと咬筋からの発生していた痛み
があたかも下歯槽神経を通じた痛み，すなわち下顎
の臼歯部の痛みとして感じられるという現象が起こ
る（図３）。図４の×印の咬筋内の痛み（トリガーポ
イントという）が塗りつぶした部位に関連痛を生じ
る４）。この歯の痛みは，歯周囲の浸潤麻酔は奏効し
ない。歯に生じる関連痛は，筋筋膜性の他，神経血
管性歯痛と呼ばれる血管からの関連痛，また心臓か
らの関連痛もある。関連痛は，オリジナル疾患の治
療を行うことで消失する。

２）神経障害性歯痛
神経障害性疼痛（ニューロパシックペイン）とは，

国際疼痛学会（IASP）によると「Pain initiated or
caused by a primary lesion or dysfunction in the
nervous system（１９９４）」と定義されている。すな
わち，神経系の一次的な損傷や機能異常が原因，ま
たはきっかけとなって発生するまたは惹起される疼
痛である。器質的疾患が存在し，それによる組織の
損傷が侵害受容器を刺激して，正常な神経系を介し
末梢から中枢へ伝えられる侵害受容性疼痛とは区別
される（図５）。神経障害性歯痛とは，神経障害性疼
痛が歯に生じたもの，すなわち歯の痛みを伝える神
経自体の障害によって起こる痛みのことである。

水痘帯状疱疹ウイルスによる神経の破壊や抜髄，図３ 関連痛の発生機序
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抜歯という歯の感覚神経を障害させる処置後に頻度
は決して多くないが発現する。組織が正常に治癒し
ているにもかかわらず痛みのみが残存する異常痛で
あるため，診断には苦慮する。智歯抜歯やインプラ
ント挿入時などに下歯槽神経を損傷して，オトガイ
神経領域に異常痛や異常感覚が発生する外傷性の三
叉神経ニューロパシーも，三叉神経領域の広い範囲
の神経障害性疼痛であるが，歯の局所に発症する神
経障害性歯痛とは区別される。かつては，原因不明
の痛みを発症し，抜髄によっても痛みが消失しない
理解できない歯痛として，Atypical Odontalgia（非
定型歯痛）と呼ばれていたり５），抜髄後の組織治癒後

も残存する痛みなどから，神経障害性疼痛である
phantom limb pain に類似するものとして phantom
tooth pain（幻歯痛）と呼ばれていた６）病態である。
難治性の病態で完全に治癒することは困難である
が，良好なペインコントロールが神経障害性疼痛に
対する様々な薬物療法によって可能になってきてい
る。実際の臨床では，根管治療後の副根管，クラッ
ク，残髄炎，over treatment による歯根膜炎など
の慢性化した難治性の歯痛が診断を混乱させてい
る。打診痛，咬合時痛，根尖部の圧痛がある場合，
さらに局所麻酔で歯痛が消失することを確認できれ
ば，根管治療後の慢性化した歯痛である。神経障害
性歯痛では，局所麻酔は奏効せず，歯の周囲にアロ
ディニアと呼ばれる異常痛や感覚異常が認められ
る。

３）特発性歯痛
関連性歯痛とも神経障害性歯痛とも，診断されな

い歯痛である。痛みが長期化していたり，背景にう
つなどの精神的要因がある場合が多い。おそらく，
痛みの情報伝達が変調して発現した病態と考えられ
る。三環系抗うつ薬のアミトリプチリンに反応する
ことが多いことから，痛みにブレーキをかける機構
である下行性抑制の失調やさらに中枢での神経の変
調が推測される。

図５ 侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛の違い

図４ 咬筋の筋筋膜性歯痛のトリガーポイントと関連痛発現領域
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前述した３者の非歯原性歯痛のなかで，圧倒的に
多いのが咀嚼筋の関連痛であり，特に咬筋の関連痛
が多い。咀嚼筋の関連痛は，診断を誤らないことが
最も重要である。最近では，非歯原性歯痛の誤診が
原因で訴訟にまで発展しているケースもある。関連
痛，神経障害性歯痛，特発性歯痛のすべてが混合し
ている場合や，根管治療後の慢性化した歯痛と神経
障害性歯痛が混合した歯痛など，病態が合併した症
例は，診断にも除痛にも難渋する。慎重に順序立て
て診断し，複数の除痛法を組み合わせて適切に適応
しなければならない７）。

咀嚼筋痛とその慢性化

咀嚼筋痛に痛みを起こす病態には，筋痛，腱炎，
筋炎，筋スパズム，筋拘縮などがある。筋痛は，さ
らに局所性筋痛と筋膜性疼痛に分類される。１kg
の触診圧で２秒間加圧する筋触診によって，放散痛
や関連痛が生じる（その触診した点がトリガーポイ
ント）病態が筋筋膜痛（前述した関連歯痛が生じる）
で，それを生じないのが局所性筋痛である８）。局所
性筋痛は，ほとんどの症例が数日で自然治癒する。
筋筋膜痛も発症から短期間であれば，マッサージや
ストレッチを含めた理学療法や，非ステロイド抗炎
症薬やアセトアミノフェンなどの薬物療法によって
容易に緩解する。ペインコントロールが問題になる
のは，筋筋膜痛の痛みが長期に及んでいる場合，す
なわち慢性化した難治性の症例であり，著しい痛み
を生じている場合も決して少なくない。咬筋や側頭
筋を軽く接触しただけで，痛みを訴える症例も存在
する。多数のトリガーポイントが存在し，線維筋痛
症の顔面版の様相を呈する。中枢性の神経可塑や交
感神経依存性疼痛が認められることが多く，睡眠障
害や精神医学的問題を合併していることもある。

現在のところ，様々な治療（理学療法，薬物療
法，神経ブロック療法，ボツリヌス療法，鍼治療な
ど）の組み合わせ治療を行っているが，絶対的な治
療法はない。このような咀嚼筋痛の慢性病態に関し
ては，未だ十分に解明されていない。例えば，過度
なブラキシズムは，顎関節，歯，歯周組織などとと
もに負荷がかかるはずであるが，負荷がかかった咀
嚼筋と痛みの発現との因果関係は不明である。すな
わち，痛みの発現の原因すら判明していないのが現

状であり，課題は山積みである。

外傷性三叉神経ニューロパチー

智歯抜歯やインプラント治療など歯科医療行為に
よって，下歯槽神経や舌神経が損傷を受けると，必
ずその末梢の神経支配領域に何らかの症状が出現す
る。一度，感覚神経を損傷すると，よほど軽症でな
いかぎり完全な回復は望めない９）。感覚の鈍麻だけ
でも，唇を気づかないうちに咬むなど日常生活に影
響を及ぼすが，さらに夜眠れないような痛みすなわ
ち神経障害性疼痛や不快な異常感覚が発現すると，
QOL は極端に低下する。特にインプラント治療時
の事故は，健康な神経に釘を刺すようなものなの
で，アクシデント後の患者の心情は第三者からは計
り知れない。インプラント手術による神経損傷を受
けた患者は，施術者より第三者に強い不満を訴え
る。例えば，

「こんな状態になるなら手術を受けなければよ
かった。」

「手術前は，良いことばかり聞いていた。まさか
こんなことになるとは。」

「このような医療が許されるのか，先生はどう思
うんだ。」

「そのうち治りますよと言われたが，全く治らな
い。」

「痛くて夜も眠れない。自殺したい気分だ。」
「あの時，あの先生を信用してから私の人生は変

わりました。」
「先生にも，私たちの本当の気持ちはわからない

と思います。」
などである。

多くの施術者は，このような状況を把握していな
い。著者の知る限り，神経損傷を繰り返している施
術者もいる。患者のなかには自殺を試みるものもい
る。神経損傷は，絶対に回避しなければならない。
コンビーム CT などの登場で，インプラント手術時
のドリリングやインプラント体の接触による事故は
以前より減少しているが，骨の移植など周辺処置に
よる事故は増加傾向にあるように感じる。神経の近
傍を施術する場合は，慎重に施行するべきである。

また，智歯抜歯での術前のインフォームドコンセ
ントはかなり浸透しているが，インプラント手術で
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はまだまだ十分に行われていないようである１０）。神
経への危険性についても，術前に十分に説明するべ
きである。

神経損傷は，損傷の程度によって，神経断裂
（neurotmesis），軸索断裂（axonotmesis），局在性伝
導 障 害（neuropraxia）の３つ に 大 き く 分 類 さ れ
る１１）。損傷の程度の大小は，必然的に予後を大きく
左右する。腫脹，出血，血行障害などによる神経の
圧迫や虚血が原因で，直接の神経損傷がない局在性
伝導障害だけの場合，４０日以内に完全に回復する。
それに対して，神経断裂と軸索断裂が混合している
場合，完全に回復することはまずないと言っても過
言ではない。神経線維は，損傷が加わると，数分後
から損傷部を中心に中枢へと向かう障害変性と末梢
へと向かうワーラー変性とが始まる。

ワーラー変性とは，損傷部から末端までの軸索や
髄鞘の退行性変化が起こることで，損傷後２週間ぐ
らいで完了する。また，損傷後１～２週間は，シュ
ワン細胞によって提供される神経成長因子（nerve
growth factor：NGF）やそのファミリー群，またそ
のレセプターを合成する遺伝子（mRNA）が著しく
増加し神経再生が活発に行われる。また，この間
は，周囲線維組織が介入し，軸索再生を阻害したり
断端神経腫を形成したりと誤った方向にも行く。こ
れが，感覚神経の異常を生じさせ，灼熱痛など異常
な痛み，すなわち神経障害性疼痛が発生する。感覚
神経は，本来，痛覚，触覚，冷覚，温覚，圧覚など
が別々に絶縁状態で並んでいるが，それが障害によ
り崩壊しエファプスと呼ばれる混線によって感覚の
異常が必ず生じる（図６）。それが大きな問題で，た
とえ神経障害性疼痛が解決したとしても，感覚の異
常は必ず後遺症となるため，患者はいつまでも不満
を訴えることになる。このような外傷性三叉神経
ニューロパチーの多くが医療事故であり，神経の損
傷によって生じた神経障害性の症状は，理論上必ず
後遺する。「そのうちに治る」ということは，局在
性伝導障害による神経症状以外はあり得ない。この
ような患者を対象に東京歯科大学水道橋病院では，
口腔外科とペインクリニック科によって神経修復外
来を展開しているが，患者は増加の一途である。

患者はどうしても現状に納得できないことを主訴
に来院する。痛みの軽減，食生活の改善，会話の改

善，しびれ症状の緩和など，いかに QOL を向上さ
せるかがこれらの患者への治療の目的である。感覚
機能の評価，神経伝導の評価，神経 MRI１２）による神
経損傷の状態とその後の治癒過程の評価などあらゆ
る角度から現状を評価し，患者が十分に納得できる
ように説明し，治療計画を立て，可能な限りの治療
を施すことが重要だと考えている。また，実際には
その症状は患者自身にしかわからないので，患者と
しっかり向き合っていくことが最も重要である。ど
んなに良薬を使用しても，名医が完璧な神経修復術
を施しても，数千回も星状神経節ブロックを施行し
ても，１００％の回復はあり得ない。患者には，どこ
かで満足してもらわなければならない。その妥協点
を共有することが治療には最も重要である。

新薬の登場とアデノシン三リン酸の疼痛制御

ペインクリニック臨床の現場は，この四半世紀で
めまぐるしく変化している。痛み発生機序の解明や
診断方法だけでなく，治療法特に創薬も活発であ
る。ガバペンチン，プレガバリン，デュロキセチ
ン，ミロガバリンベシル酸塩などの新薬が続々と登
場し，さらに三環系抗うつ薬やオピオイドなどの保
険適応外使用も拡大された。これらの薬物の普及は
急速に拡大し，特にリリカという商品名のプレガバ
リンは，２０１８年の日本国内売上が薬価ベース約
１，００７億円で，国内第２位である。また，それらを
使用した治療法が掲載された，神経障害性疼痛薬物
療法ガイドラインや慢性疼痛治療ガイドラインも登

図６ 感覚神経損傷時のエファプス
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場し，ペインクリニック診療の環境は随分整理され
た感がある。著者がペインクリニックを始めた四半
世紀前には，神経障害性疼痛などの慢性化した難治
性疼痛に対して，効果的な経口薬物は決して多くは
なかった。そのため，経口薬処方による除痛は四苦
八苦することも決して珍しくなく，解決が困難な患
者に遭遇することも多々あった。そのような環境の
中で頼りにした薬物が静脈注射で使用していたアデ
ノシン三リン酸（ATP）である。著者は，１９９８年１０
月から１９９９年１０月の１年間，金子 譲教授の指示
で，数多くの ATP 関連リサーチを遂行してきた，
UCLA の福永敦翁教授の研究室に留学の機会を得
た。留学中に多くの動物実験で知見を得た後，帰国
してから長きに渡り，慢性疼痛を有する外来患者に
臨床応用してきた。

ATP は，地球上の生物の体内にあまねく存在す
る化学物質の１つである。生体内でリン酸分子が離
れることで，アデノシン二リン酸（ADP）やアデノ
シンになる。細胞内では，アデノシン化合物の間で
リン酸分子が離れたり結合したりすることで，エネ
ルギーの放出や貯蔵などの役を担い，細胞の構造と
機能の維持に必須な「生体のエネルギー通貨」と形
容されている物質である。一方，細胞外ではプリン
受容体を介して，血管拡張，神経変調，血小板凝集
抑制などの多種多様な生活活性を発揮する。した
がって，臨床においては静脈内投与された ATP
が，低血圧麻酔や鎮静薬・鎮痛薬として応用できる
ことが期待されてきた。

ATP は，末梢でも脊髄でも P２X 受容体を介し
て疼痛を誘発することは有名である。しかしなが
ら，ATP が静脈内投与された場合，エクトヌクレ
オチダーゼによって極めて迅速に脱リン酸化され，
アデノシンとして A１受容体を介して鎮痛効果を
発揮する。全身麻酔への応用時においても，鎮痛効
果が出現したと考えられるが，術後痛に対する研
究１３）や動物実験結果１４）から推測すると，長時間に大
量に投与されることで，緩やかに鎮痛効果が出現す
るようである。より明確でユニークなのは，侵害性
疼痛に対する効果より神経障害性疼痛に対する効
果である。８０～１００μg/kg/min で２から３時間の
ATP 持続静脈内投与を施行すると，ほとんどの口
腔顔面領域の神経障害性疼痛（特に古典的に幻歯痛

と呼ばれる神経障害性歯痛）に緩徐に効果が現れ
る１５）。しかも，１度応用すると，数週間鎮痛効果が
持続する。当科に遠方からこの治療法を求めて通院
して来る患者が多くいるのは，そのような患者に
とって福音になっていることは疑いようがない。

舌痛症（バーニングマウス症候群）

慢性疼痛患者は，就労困難など社会的に深刻な問
題の１つになっている。舌痛症（バーニングマウス
症候群）は，口腔顔面領域の代表的な慢性疼痛であ
るが，病因は未だ不明である。国際頭痛分類第３版

（ICHD－３）の診断基準では，様々な臨床診査や検
査において原因となる病変がなく，毎日２時間以
上，３か月以上持続する口腔内の灼熱感や違和感と
されている。この診断基準にあてはまる患者群の共
通の臨床症状として，閉経後の女性，不安や抑う
つ，口腔乾燥，味覚異常，食事による症状の緩解な
どがあるが，それらの臨床症状の根拠となる原因は
未だ明確になっていない。

不安や抑うつなどの精神症状への強い関連から，
心理社会的疼痛と長い間解釈され，臨床の現場では
行動療法と漢方薬を含めた薬物療法を主とした手探
り状態が現状である。昨今，様々な研究手法の進歩
によって，神経障害性疼痛に類似した痛みである可
能性が末梢性機序においても，中枢性機序において
も報告されている。末梢性機序においては，味蕾に
至る細径神経線維の萎縮や末梢受容体の変化などの
所見が組織学的に報告１６）され，これで説明されるよ
うな末梢性機序による神経障害性疼痛様の病態は，
舌神経のブロックで一時的に疼痛は消失し，経口投
与されたクロナゼパムや局所使用したカプサイシン
に効果を示すことが多い。

一方，中枢性機序による神経障害性疼痛様の病態
においては，線条体の被殻におけるドパミンの取り
込みが減少していることがポジトロン断層撮影

（PET）検査によって報告１７）され，舌の痛みがドパミ
ンアゴニストの投与によって除痛された症例も報
告１８）されている。舌神経のブロックが奏効せず，多
くの薬物療法に抵抗する病態は，このような中枢性
機序によるものではないかと推測される。このよう
に，痛み発症の原因が末梢性，中枢性さらには交感
神経依存性を思わせるような舌痛の病態も見られ
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る。おそらく多因子な病態であり，治療法も様々で
あることが想像されるが，疫学的分類も未だ不十分
であり，それらがこれからの課題である。

痛みの個人差とテーラーメイド医療

痛みの感じ方に患者間で差があることは，日常の
臨床で感じることである。痛みは伝達される過程に
おいて，様々な神経伝達物質やその分解酵素，受容
体，イオンチャンネルなどが痛み伝達に関与する。
これらを形成するタンパク質のベースとなる遺伝子
に遺伝子多型（遺伝子配列の違い）がいくつか報告さ
れている。例えば，アドレナリン，ノルアドレナリ
ン，ドーパミンなどのカテコールアミンの代謝酵素
である COMT（catechol-O-methyltransferase）は，
カテコールアミン作動性神経伝達の調節に大きく関
連する。COMT の阻害によって痛みの感受性は増
加する。ヒトの COMT 関連の遺伝子多型は，rs
４６８０（遺伝子多型の世界共通 ID 番号）の G から A
への置換によって痛みの感受性は下がる１９）。また，
いくつかの COMT 関連の遺伝子多型の組み合わせ
によって，顎関節症の痛みの感受性に個人差を生じ
させることも報告されている２０）。すなわち，同程度
の痛みが与えられたはずであっても，生来痛がりの

人と鈍い人がいることは疑いようがない。
鎮痛薬の効き方にも患者間で差があることが容易

に推測される。術後痛の個人差について，東京都医
科学総合研究所・精神行動医学研究分野（池田和隆
分野長）との共同研究で多くのリサーチを遂行して
きた。術後痛管理において，同一手術でありながら
使用するオピオイドなどの鎮痛薬の量が，患者個々
で数十倍もの差がある。数種類の内因性オピオイド
ペプチドが作用する μ－オピオイド受容体の遺伝子
多型 rs１７９９９７１（A１１８G）において，G アレル保有者
ではオピオイドの感受性が低く，術後のフェンタニ
ル消費量が多い２１）。また，OPRM1遺伝子の完全連
鎖不平衡ブロックを代表する rs９３８４１７９多型と鎮痛
薬感受性との間に有意な関連が認められ２２），この多
型において G アレルの保有者では，非保有者と比
較して術後２４時間のフェンタニル必要量が少ない。
さらに，G タンパク質活性型内向き整流性カリウム

（GIRK）チャネルのサブユニットの遺伝子多型２３），
電位依存性カルシウムチャネルの遺伝子多型２４），ア
ドレナリン β２受容体遺伝子多型２５），オピオイドシ
グナル経路の下流にある CREB１遺伝子の多型２６）な
どがオピオイド感受性と関連する結果を得た（図
７）。その結果を組み合わせて構築された計算式を

図７ オピオイドの効果に影響する遺伝子多型
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使用して，患者個々のオピオイド適正量を手術前の
遺伝子検査によって予測するテーラーメイド疼痛治
療２７）まで，発展した。抗がん剤使用の際の遺伝子検
査が保険導入され，現在の医療は疾患に対する治療
から患者個々に合わせた治療すなわちテーラーメイ
ド医療に変わりつつある。術後疼痛管理も例外では
なく，ゲノム科学を応用した効果的かつ副作用の少
ない，快適な術後生活を患者に提供する必要性が
益々出てくると思われる。

前述した幻歯痛などの発症の有無にも遺伝的要素
が推測される。麻酔抜髄処置や抜歯など，すなわち
歯髄神経の切断による神経障害性疼痛は，日常臨床
では極めて頻度が少ない。なぜ，発症する個人がい
るのか疑問である。また，三叉神経痛は，三叉神経
と動脈や静脈との接触が確認されることが多いが，
接触がなくても典型的な電撃痛を発現している個人
もいる。さらに，帯状疱疹後神経痛は，帯状疱疹罹
患後に発現するが，発現しない個人と発現する個人
に分かれる。これらの発症要因には，何らかの遺伝
的な要因がある可能性が考えられる。術後にオトガ
イ部に，神経障害性の症状を呈することが多い下顎
枝矢状分割術を受けた患者群を対象として，ヒトゲ
ノム全体に散在する数十万もの遺伝子多型を，網羅
的に判定するゲノムワイド関連解析による末梢神経
障害発症の有無について調べた結果では，rs５０２２８１

（ARID１B）遺伝子多型および rs２０６３６４０（ZPLD１）
遺伝子多型が，術後の感覚鈍麻症状発現と有意な関
連を示し，rs２６７７８７９（METTL４）遺伝子多型が術
後の異常感覚症状と有意な関連を示した２８）。このよ
うに神経障害性疼痛発症の遺伝的脆弱性について
も，これからもなお興味深い研究課題である。

終わりに

痛みや痛み制御について概説した。まだまだ，こ
の分野の研究は発展途上であり，課題は文中で言及
したように数多くある。自分自身も日々の臨床で得
る知見が，未だ数限りなくあり，人の痛みの奥深さ
を感じる今日このごろである。可能な限り，難治性
の痛みの解決法を追求し，１人でも多くの痛みを有
している患者に福音になるよう努力していこうと
思っている。
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