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抄録：東京歯科大学市川総合病院脳神経外科におい
て診療を行った三叉神経痛症例１３８例を臨床面から
分析した。１０例において脳腫瘍あるいは脳動静脈奇
形が確認され，加療を行った。その他の症例ではテ
グレトールⓇを投与したが６例で副作用のため投与
を中止した。うち２例では症状が重く入院加療を要
した。テグレトールⓇの服用が行えない場合や，効
果が不充分であった症例においては手術やガンマナ
イフ治療の適応と判断し，１２例で手術を，８例でガ
ンマナイフ治療を実施した。脳腫瘍の存在は症状か
らでは判別が困難なことから，全例に脳MRI 検査
が必要である。またテグレトールⓇは神経痛に有効
であるが，副作用発現には十分な注意が必要であ
る。１１６例（８４％）の症例が歯科口腔外科医からの紹
介であったことから，三叉神経痛症例は歯科口腔外
科医にとって身近な疾患であり，脳神経外科医との
診療協力体制が重要である。

緒 言

三叉神経痛は片側の顔面に，三叉神経支配領域に
ほぼ合致して突然電気が走るような痛みが生じるの
が特徴であるが，食事や会話，歯磨きがきっかけで
症状が引き起こされるため，多くの患者はまず歯科
医を初診する。初診時においては，口腔内には原因
となる明らかな疾患がないため，歯科医での処置の

必要性なしと患者に説明される場合，三叉神経痛を
疑って独自に内服治療を開始される場合，脳神経外
科医など他診療科医への受診を指導される場合な
ど，対応はさまざまであると推察する。

本論文においては，東京歯科大学市川総合病院脳
神経外科における三叉神経痛症例から治療の現状を
紹介し，歯科口腔外科医との連携に関して考察を加
えた。

症 例

検討対象を平成１２年１月以降，平成１８年１２月まで
に当院脳神経外科を初診し，診療録の記載から典型
的な三叉神経痛と診断した１３８例とした。典型的な
三叉神経痛とは，口腔鼻腔内に明らかな原因がな
く，片側の三叉神経支配領域に拡がる電撃痛を主訴
とする症例で，その持続時間は数分以内と短く，何
らかのトリガーを有し，テグレトール服用にて症状
が軽快する場合と定めた。具体的なトリガーは食
事，会話，洗顔，髭そり，歯磨きとした。

性別は男性５８例，女性８０例と女性に多く，初診時
の年齢は６０歳台にピークを認めた（Fig. 1）。今回の
検討対象の１３８例中，１１６例（８４％）は歯科口腔外科医
からの紹介であった。全例に脳 MRI を行っている
が，同側の小脳橋角部に９例で脳腫瘍を認め（Fig.
2a，b），１例で AVM（脳動静脈奇形）を認めた。い
ずれの症例もこれらの疾患が三叉神経痛の原因と考
えられた。

当院における治療方針と現状

１．カルバマゼピン（テグレトールⓇ）服用
MRI にて頭蓋内に器質性疾患が否定された症例
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初診時年代 

症
例
数 

では，通常テグレトールⓇを一日２００mg から６００mg
の範囲で投与し，上限を８００mg と定めて疼痛コン
トロールを開始する。疼痛の軽減が得られた場合に
は適宜減量し，疼痛が完全に消失した場合には服用
を中止して経過を追跡した。疼痛の再燃があれば服
用を再開し経過をみている。投薬開始後しばらくは
眠気，ふらつき感が高率に生じたが，自然軽快する
場合が多く，これらの副作用で継続投与を中止した
症例は無かった。今回の検討症例１３８例中６例

（４．３％）でアレルギー症状発現のため継続投与を断
念した。６例のうち，１例では皮膚症状が重篤なた
め入院治療を必要とし，また１例では投与開始５ヶ
月後に労作事に呼吸困難を認め，間質性肺炎の発生

が確認された。投薬の中止と呼吸器内科でのステロ
イド剤を用いた入院治療にて治癒した（Fig. 3a，
b）。

連日８００mg の内服を行っても痛みが改善しない
場合や，発疹等のアレルギー症状が出現した場合に
は根治を目指しての手術（微小血管減圧術）か，疼痛
コントロール目的でガンマナイフ治療（定位的放射
線治療）を患者と相談の上で選択した。
２．手術とガンマナイフ治療（定位的放射線治療）

当院では，７５歳以下で重篤な全身合併症がなく
MRI（CISS 画像）にて疼痛側の三叉神経が脳血管に
て圧迫されている所見があり，積極的に手術を希望
する場合を手術適応としている。手術を希望しない
場合には定位的に三叉神経に放射線を照射するガン
マナイフ治療を選択しているが，ガンマナイフ治療
は当院では行えないため，他施設への紹介を行って
いる。

平成１９年８月までに手術は１２例に，ガンマナイフ
は８例に行われた（Fig. 4）。手術による合併症はな
いが，２例で術後も痛みが残存しており，テグレ
トールⓇを服用している。ガンマナイフ治療例では
１例で効果が無く，手術を行った。また残り７例で
は疼痛コントロールは良好であったが，うち５例で
はテグレトールⓇを治療前よりも減量して併用して
いる（Tab. 1）。２例で治療後に同側の顔面にしびれ
が出現した。

Fig. 1 初診時の年代分布 横軸は年代を示す。
６０：６０～６９歳

ａ：右聴神経腫瘍 ｂ：左類上皮腫
Fig. 2 MRI にて小脳橋角部に脳腫瘍が確認された症例
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考 察

診断に関して
本論文では典型的な三叉神経痛症例を検討対象と

した。典型的な症状とは，一側三叉神経領域に放散
する突然の電撃様疼痛で，その持続時間は数分以内
と短く，食事，会話，洗顔，歯磨き等のトリガーを
有し，テグレトールⓇ服用にて明らかに痛みの軽減
を自覚すると定義したが，症状はすべて自覚症状で
あり，患者の訴えが複雑で変動する場合には診断に
苦慮することも少なくない。三叉神経痛の可能性が

低いと判断した場合には歯科口腔外科医に再度診察
をお願いしている。

三叉神経痛症例の多くは頭蓋内には明らかな器質
性疾患はなく，正常な脳血管による三叉神経への圧
迫がその主因とされているが１），今回の検討では１０
例（７．２％）において脳腫瘍や脳動静脈奇形が原因で
あった。歯科領域からも同様の症例報告は多
く２～７），症状のみからこれらの頭蓋内器質性疾患の
存在を推し量る事は困難なため，阪本ら４）も述べて
いるように全例において脳 MRI 検査を行うことが
必要である。

ａ：服用開始５ヶ月後 ｂ：投与中止後半年 間質性肺炎は治癒した
Fig. 3 テグレトールⓇの副作用による間質性肺炎

Tab. 1 神経痛（＋）テグレトール（＋）とは痛みが残存し
ており，テグレトールⓇの併用が必要な状態を示
す。ガンマナイフ治療群６例中１例でその後手術
を行った

手術・ガンマナイフ治療結果

Fig. 4 三叉神経痛に対する治療，その他は脳腫瘍や脳
動静脈奇形に対する治療を示す
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テグレトールⓇ服用
テグレトールⓇは三叉神経痛に対して非常に有効

な薬剤であり，内服のみで疼痛コントロールを行っ
ている患者さんも少なくないが，副作用の発現報告
も多い８～１３）。特に重篤な副作用の発現は投与開始か
ら３ヶ月以内に発生する報告が多く１０～１３），この時期
は外来にて副作用発現の有無と血液検査を重点的に
行っているが，今回の検討症例中１例（０．７％）では
投与開始５ヶ月後に間質性肺炎の発生が確認され
た。テグレトールⓇはあくまでも疼痛コントロール

を目的として使用する薬剤であり，三叉神経痛その
ものを根治させることは出来ない。副作用発現に対
しては十分に留意する必要があり，患者への説明と
投薬に関する同意を得ることが重要である。

手術治療とガンマナイフ治療（定位放射線治療）
三叉神経痛発生の主因は，頭蓋内三叉神経への脳

血管による圧迫とされている１）。解剖学的にも上小
脳動脈が三叉神経近傍を走行しており，この血管が
三叉神経を圧迫していることが多い（Fig. 5）。手術
は手術顕微鏡下に頭蓋内にて該当する脳血管を移動
させ，三叉神経への圧迫を解除することで，根治を
目指す治療法である１４，１５，１６）（Fig 6a，b）。一方，ガン
マナイフ治療は定位的に三叉神経に放射線を照射
し，神経傷害を意図的に作成することによって，疼
痛軽減を目指す対症療法である。正常な神経への照
射であり，安全性が確保されていない等の理由から
保険適応となっていない。三叉神経障害に伴い，顔
面のしびれや感覚障害等の合併症が発生する危険性
を有する１７，１８，１９）。手術にも三叉神経障害や難聴，小
脳失調を合併する危険性があり，治療法の選択は患
者本人の希望を優先している。今回の１２例の手術症
例中，２例にて痛みが残存しているが，１例は静脈
が責任血管であり，移動が困難なため十分な圧迫解
除は出来なかった。静脈による圧迫が三叉神経痛の
原因と考えられた報告はあるが２０，２１），移動が困難な
静脈を切断することの可否に関しては未だ結論が得

Fig. 5 cadaver dissection 左側頭葉，テントを一部除去
して左三叉神経を観察する。頭蓋内三叉神経は
SCA と隣接していることがわかる。動脈には赤，
静脈には青の色素が注入されている
Ｖ：三叉神経 SCA：上小脳動脈

ａ：左三叉神経が SCA によって圧迫されている ｂ：SCA を右方へ移動させ，三叉神経への圧迫を解除
した（＊）

Fig. 6 術中写真 左三叉神経痛における微小血管減圧術
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られていない。残り１例では三叉神経を圧迫してい
る血管が存在しなかった。術前の MRI にて三叉神
経が脳血管にて圧迫されていると判断しても実際に
は圧迫されていないこともあり，術前に確実に判断
することは難しい。

当院脳神経外科において平成１２年以降，１８年末ま
での７年間に当科にて診療を担当した三叉神経痛症
例１３８例を臨床面から分析した。

実に８４％の症例が歯科口腔外科医からの紹介で
あったことから，三叉神経痛症例は歯科口腔外科医
にとっても身近な疾患であると思われる。三叉神経
痛に関連しては歯科領域からの報告も多く，井
川２２），村岡２３）らは三叉神経痛症例において誤って抜
髄や抜歯を行わないようにと注意を喚起している。

脳腫瘍の存在，テグレトールⓇの副作用，手術や
ガンマナイフ治療に留意頂き，本論文が今後の歯科
臨床活動の一助となれば幸いである。同時に脳神経
外科医との協力体制が非常に重要であることを強調
したい。

本論文の要旨は，第２８４回東京歯科大学学会総会（２００７年１０
月２０日，千葉）にて発表した。

文 献
１）近藤明恵：三叉神経・顔面神経と疾患 三叉神経痛の病
因と症候 Clinical Neuroscience，２３：１０１４～１０１６，２００５．

２）山上岩男，久保田基夫，山浦 晶：小脳橋角部腫瘍によ
る顔面痛―特に三叉神経痛を中心に―ペインクリニッ
ク，２４：１０６２～１０６９，２００３．

３）立石 晃：脳疾患のため顎口腔領域に諸症状を発現した
４例 日本口腔科学会雑誌，５３：８７～９０，２００４．

４）阪本博文，土井理恵子，小谷 勇，中林 基，丹治義
之，領家和男：三叉神経痛様疼痛を契機として脳腫瘍が診
断された３例 日本口腔外科学会雑誌，５１：５９～６２，２００５．

５）西尾 賢，河原 康，吉田聡子，佐藤文彦，堀田文雄，
遠藤寛子：三叉神経痛を初発症状として脳腫瘍が発見され
た１例 愛知学院大学歯学会誌，４３：２４７～２５０，２００５．

６）石倉信造，大西大和：脳腫瘍により生じた症候性三叉神
経疾患の２例 歯科救急医療，２７：１～４，２００７．

７）池内 忍，井川雅子，塚本 浩，新里知佳，村岡 渡，
佐藤豊彦：脳動静脈奇形が原因と考えられた三叉神経痛の
１例 日本口腔科学会雑誌，５５：１８３～１８６，２００６．

８）近藤三鈴，酒井雅人，西村 渉，南 敏明：カルバマゼ
ピン服用後中毒疹が生じた１例 ペインクリニック，２６：
８４３～８４６，２００５．

９）Tokuda, S., Yasumoto, S., Mori, O., Hashimoto, T. : A
case of photosensitive drug eruption due to car-
bamazepine（Tegretol）. Enviromental Dermatology １０：
１０６～１１０，２００３．

１０）平島徳幸，三砂範幸，中房淳司，成澤 寛：Drug-in-
duced Hypersensitivity Syndrome の２例―臨床及び病理
組織学的多様性について―西日本皮膚科，６５：３６５～
３６９，２００３．

１１）西村陽一，寺西 潔，中東功一，良田陽子，田中俊宏：
カルバマゼピンによる Toxic necrolysis の１例 天理医学
紀要，５：６６～７０，２００２．

１２）佐藤英嗣，加藤まどか，岡本敏哉，染川貴子：Hyper-
sensitivity Syndrome の１例 帯広厚生病院医誌，５：９５
～９９，２００２．

１３）中田珠美，小出まさよ：Stevens-Johnson 症候群の１例
浜松赤十字病院医学雑誌，６：３６～３８，２００５．

１４）田草川 豊：三叉神経・顔面痙攣・顔面神経麻痺の治療
三叉神経痛の外科治療 Clinical Neuroscience，２３：１０４６～
１０４８，２００５．

１５）近藤明恵，田辺英紀：脳神経減圧術を真に有効とするた
めに 脳神経外科ジャーナル，１２：７９２～７９７，２００３．

１６）藤巻高光：難治性疼痛 三叉神経痛の手術療法 Clinical
Neuroscience，２２：１３２３～１３２６，２００４．

１７）平井達夫，四方聖二，波多野 学，滝花寿樹：特発性三
叉神経痛に対する Gamma knife 治療の現状 ペインクリ
ニック，２８：６３～７０，２００７

１８）松田信二，芹澤 徹，樋口佳則，佐藤真人，小野純一：
三叉神経痛に対するガンマナイフ治療における合併症の検
討 定位的放射線治療，１０：８３～８９，２００６．

１９）木田義久，吉本真之，長谷川俊典：三叉神経痛に対する
ガンマナイフ治療 CI 研究，２６：２９～３４，２００４．

２０）中川福夫，宮武正樹，萩原利浩，堀内哲吉：２年８ヵ月
後に再発し，初回術後位置移動，発達した錐体静脈が原因
であった三叉神経痛の手術例 信州医学雑誌，５６：５９～
６０，２００８．

２１）野坂 亮，井川房夫，大林直彦，光原崇文，阿美古将，
稲川哲二：静脈が圧迫血管と考えられた三叉神経痛の１例
島根医学，２７：３２５，２００７．

２２）井川雅子：口腔顔面痛 歯痛及び顎関節症と誤診しやす
い疾患について 誤って抜髄・抜歯をしないために 日本
歯科医師会雑誌，６０：８５４～８６３，２００７．

２３）村岡 渡，永井哲夫：歯科臨床次の一手 歯が痛むから
といって，すぐに歯の治療を始めていませんか？ 三叉神
経 痛（Trigeminal Neuralgia）DENTAL DIAMOND，３０：
５９～６３，２００５．

島本，他：１３８例の三叉神経痛症例の検討３６６

― ５６ ―



Clinical analysis of 138 cases with trigeminal neuralgia at the Department
of Neurosurgery，Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital．
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We reviewed clinical data from a total of 138 trigeminal neuralgia patients treated at the Department
of Neurosurgery，Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital． In 10 patients，MRI scan revealed a
brain tumor or a cerebral arteriovenous malformation，which was recognized as the cause of the trigemi-
nal neuralgia． The remaining patients were treated with TegretolⓇ，and side effects necessitating dis-
continuation of the drug occurred in six patients，including two with severe adverse reactions that re-
quired inpatient treatment． When TegretolⓇ therapy was not applicable or proved to be less effective，
the patients underwent surgical therapy or gamma knife radiosurgery． Since no symptom can predict
the presence of a tumor，brain MRI is considered to be essential for all patients with trigeminal neural-
gia． Although TegretolⓇ is effective in the treatment of neuralgia，the occurrence of side effects should
be carefully monitored during therapy． Considering that 116 patients（８４％）were referred by oral-dental
surgeons，trigeminal neuralgia is likely to be a disorder commonly encountered by these specialists，
thereby indicating the importance of medical cooperation between neurosurgeons and oral-dental sur-
geons． （The Shikwa Gakuho，１０８：３６２～３６７，2008）
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