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知覚鈍麻などの感覚障害は，感覚神経に何らか
のダメージが生じることによって発症する。感覚神
経に生じたダメージによって発生した神経線維の障
害は，神経線維単位ごとの障害のタイプによって，
局在性伝導障害（neuropraxia），軸索断裂（axonot-
mesis），神経断裂（neurotmesis）の３つに分類され
る１）。腫脹，内出血，血行障害などによる神経の圧
迫や虚血が原因で，直接的に神経線維の損傷がない
局在性伝導障害だけの場合（図１），４０日以内に完
全に回復する。それに対して，神経線維数本であっ
ても神経損傷が起きている神経断裂と軸索断裂が混
合している場合（図２），回復の可能性が低下し，
数十～数百本の神経損傷となると完全に回復するこ

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（図３）。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
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図１ 局在性伝導障害 図２ 軸索断裂と神経断裂
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痛や異常感覚を発生させる。感覚神経は，都市の地
下をガス，電気，水道，通信，下水道が走行する埋
設管路のように，痛覚，触覚，温覚，冷覚，圧覚が
絶縁状態で走行している複雑な神経である（図４）。

さらに舌神経においては，味覚まで走行してい
る。それらが損傷を受けると，その部位の絶縁状態
が破壊される。すると，再生過程での近隣の神経線
維間に結合が生じる。すなわち混線が生じる。末梢
で察知したインパルスが，本来の神経線維とは異
なった神経線維に乗り移って，中枢に伝えられると
いう状況が発生する。前述の例えでいうと，地震で
破壊された埋設管路でガスと水道が接続されるよう
なものである。この異所的な接触部位は，ephapse
と呼ばれ２），実験動物モデルによってその存在が証
明されている３）。このことは，損傷後の活発な神経
再生で組織学的には回復したとしても，機能的には
完全に回復することはできないことを示している。
すなわち，直接的に神経線維の損傷が起きている
（神経断裂と軸索断裂が混合）場合，理論上，完全
な回復は不可能である。このような状況下での神経
回復治療は，少しでも症状を軽減させることが目標
になる。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，実は神経回復治療に
は最も重要である。したがって，「星状神経節ブ
ロック（SGB）が，内服治療に比べて，どのくらい
著効するのか？」という質問に対して，スマートに
は残念ながら回答できない。過去に説得力のある比

較研究も存在しない。
一方，顎変形症の手術である下顎枝矢状分割術

後に生じる感覚神経障害は，抜歯やインプラント後
のそれとは別の様相を呈す。下顎枝矢状分割術後
は，たとえ適切な手術が施行されたとしても，下歯
槽神経の撓み（下顎前突の場合）や引き伸ばし（下
顎後退の場合）が生じる。そして，これによる感覚
神経障害症状が発現する。この病態は，局在性伝導
障害のみ，神経断裂と軸索断裂の混合，すべての神
経が断裂した完全断裂のいずれでもない。すなわ
ち，Seddon の分類１）には当てはまらない病態であ
る。臨床における単なる印象では，予後は比較的良
好である。下顎枝矢状分割術は，対象患者が若い健
常者であり，病態，手術侵襲，術式が比較的均一で
あることから，神経障害に対する治療法の効果を示
す研究報告のほとんどが対象にしている。下顎枝矢
状分割術後経過を観察したこれらの報告４，５）を参照に
すると，星状神経節ブロックが内服治療と比較し
て，より回復が早くなることが推測できる。また，
推奨すべき施行の期間であるが，術後１～２週間か
ら開始して，３か月後から６か月後までの継続が妥
当と考える。

星状神経節のブロックは，組織の血流や酸素分
圧を増加させることが，動物実験で報告されてい
る６，７）。星状神経節のブロックは，これらの血流や組
織酸素分圧の増加によって神経回復を促すという根
本的な治癒を目的とした効果以外に，交感神経依存
性疼痛を軽減したり，局所の血流量や酸素分圧を増
加し不快感を一時的であれ軽減するといった対照療
法的な効果もある。患者が痛みの抑制や不快感の軽
減のため，長期に渡っての施行を必要とすること
は，しばしばある。そのため，実際には個々の患者

図３ 神経腫 図４ ephapse
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の状態によって，その応用期間は決定される。
歯科治療による下歯槽神経・舌神経損傷の診断

とその治療に関するガイドラインが，２０１９年に
Minds に掲載された。このガイドラインは，歯科
領域の神経障害に対する星状神経痛ブロックの効果
について記載された世界最初で唯一のガイドライン
である。三叉神経損傷後の感覚障害の治療に星状神
経節のブロックを用いることは，弱い提案になって
いる。説得力のあるランダム化比較試験が存在しな
いこと，高度な技術が必要でかつそれなりの危険性
を伴うにもかかわらず，有効性が十分に示されてな
いことが理由である。三叉神経の感覚障害は，智歯
抜歯後，口腔インプラント手術後，根管治療後，局
所麻酔針による神経損傷，顎変形症手術術後など多
種多様な状況があり８），患者個々の事情によって，
星状神経節ブロック施行の有無や期間が決められて
いるのが現状である。

Answer：福田謙一
東京歯科大学口腔健康科学講座
障害者歯科・口腔顔面痛研究室
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