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は じ め に

顎関節症患者が歯科を訪れる際，痛みを主訴に

していることは比較的多いと思われる。顎関節症

に関する痛み，すなわち顎関節痛や咀嚼筋痛は，

関節雑音や開口障害とともに顎関節症の主要症候

とされている。顎関節痛や咀嚼筋痛を訴える患者

を診察，診断，そして治療へと展開していくなか

で，関節や筋肉をどのようにとらえるのか。咬合

異常を，直接痛みの原因として結び付けるのか。

顎関節症は，コステンの報告１）以来，咬合が深

い関わりを持つとされ，それゆえに歯科医が扱う

疾患として確立されてきた。歴史的には，顎関節

症の重要な発症因子として咬合が位置づけられ，

咬合学そのものがその視点をとおして発展してき

たように思える。ところが最近，「顎関節症発症

と咬合は無関係である」という主張や「咬合は，

顎関節症の原因というよりも結果である」といっ

た顎関節症に対する咬合治療や咬合異常をその病

因とすることを否定する論文が数多く発表されて

いる２，３）。特に米国では，顎関節症と咬合の因果関

係に疑問を唱える見解が多勢を占めるようになっ

てきている。それに対して，咬合異常を顎関節症

の重要なリスク要因として重視し，従来からの咬

合治療を顎関節症の最も有効な治療と考えている

専門家も存在し，咬合を通して顎関節症治療に対

する考え方に二極化が起きている２）。おそらく，

顎関節症という病態に多種多様な要因が複雑に絡

んでいるために，病因論や治療法に意見の相違が

生まれるのであろう。顎関節と咀嚼筋で動かされ

る下顎運動は，その終局で上下の歯列で構成され

る咬合に支配されており，口腔機能を営む上で咬

合が顎関節と咀嚼筋に及ぼす影響は大きいと思わ

れ，形態学的には顎関節と咀嚼筋の障害の発生に

何らかの関与があることは否定できない。した

がって，これらの障害の改善に咬合治療を全く要

しないとするのは行き過ぎであろう。ただ，顎関

節にも咀嚼筋にも痛みを発生させる免疫系が関与

した様々な病態生理が存在し，さらに痛みという

刺激を大脳に伝える神経系が関与する。また，行

動的問題や心理的な影響の関与も考えられる。そ

のため痛みの治療には，咬合治療だけでなく様々

な治療の合わせ技が必要と思われる。

ここ数年，顎関節症治療に対する科学的根拠に

基づいた研究の結果から，顎関節症は自然治癒が

期待できる self－limiting な疾患であることがわ

かってきた。従って，理学療法，行動療法，薬物

療法など，非侵襲的で可逆的治療が見直され推奨

されている４）。ここでは，顎関節症の痛みすなわ

ち咀嚼筋痛や顎関節痛を起こす病態を考え，その

痛みの治療に関して咬合治療以外の治療，特に薬

物治療について概説する。

―――― 臨床ノート ――――
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顎関節痛を起こす病態（表１）と除痛法

顎関節部の痛みは，同部位の骨折などの外傷，

関節リウマチ，同部位に出現する腫瘍，頭蓋内疾

患など隣接臓器疾患の放散痛，咀嚼筋の関連痛を

除けば，顎関節への過剰な負荷とそれによる顎関

節内部の変化に起因している。顎関節への負荷と

して，大開口（長時間の歯科治療など），歯ぎし

り，くいしばり，打撲，噛み違いなど一時的な過

剰負荷が挙げられる。これらは，患者が著しい自

覚症状を訴えることがあるが，一時的なものであ

ることが多い。むしろ症状を悪化させるすなわち

顎関節の痛み症状を慢性化させるものとして，無

意識下に繰り返されるような持続的な負荷が重要

である。持続的な負荷は，関節靱帯の無理な伸

長，関節円板後部炎，関節包炎，滑膜炎などを引

き起こし，顎関節部の痛みを発現させる。コラー

ゲン線維からなる関節靱帯は，伸展することはで

きず，無理な伸長によって痛みが生じる。筋痛と

類似し，下顎頭の滑走運動に関係して生じる。し

たがって，抵抗下に下顎を前突させた時，誘発さ

れる顎関節部の痛みは，靱帯痛である。慢性化す

ると，靱帯は損傷により神経分布が失われ，痛み

はもはや靱帯痛ではなくなる。しかしながら，牽

引力を失った靱帯は，関節円板の下顎頭からの離

脱を容易にさせてしまう。関節円板の復位性の前

内方への転位は，血管や神経を豊富に含む円板後

部結合組織の伸長を伴い，クリック音と同時に痛

みが発現することがある。健側への下顎の側方運

動および前方滑走運動時に痛みが出現する。非復

位性の円板転位となると，下顎頭の滑走運動を制

限し（クローズド・ロック），開口障害の原因とな

るが，痛みが必ずしも生じるわけではない。関節

円板後部組織上への下顎頭の侵害は，関節円板後

部炎を生じさせる。閉口時，歯をくいしばった時

に痛みを誘発する。開口時の痛みの出現は，関節

包炎や滑膜炎である。関節包炎は，外側からの触

診による下顎頭の圧痛があり，下顎滑走運動は痛

みを増加させる。また，自発痛があることもある。

これらの病態は，非感染性の炎症であり，関節

液の分析によると炎症性の発痛物質が見られ

る５）。顎関節は，四肢の関節と異なり，緻密な線

維性の結合組織からなっており，修復力が非常に

強く，変化に対する順応力に優れている。そのた

め急性症状の場合，自然軽快することも多いが，

抗炎症薬による早期の治療は予後を良好にするた

め無難である。また，よく見られるのが「過去に

何度も痛みが出現したことがあるが，通常放置し

ていて治るのに今回は治らない」という訴えであ

る。この場合も，自然治癒力を抗炎症薬で補助し

てやればよいと思われる。慢性化している場合で

も，器質的問題ではなく，免疫系や神経系による

悪循環の場合もあるので，抗炎症薬は原因療法に

なりうる可能性もあり，他の治療と併用してみる

べきである。他の治療としては，顎関節腔内の洗

浄，パンピングマニュプレーション，スプリント

による顎関節部の一時的安静，顎関節部の近赤外

線照射などがある。また，「調整不十分な歯冠修

復物を最近装着して以来，痛みが出現した」と

いった場合，咬合が安定していないとか非作業側

で干渉があるなどの可能性がある。この場合，そ

の歯冠修復物を調整することは過度の咬合治療で

はないと思われるが，すでに顎関節は順応しつつ

あるので，特に多数歯に及ぶ場合は，筋や関節の

反応性炎症予防のため抗炎症薬を併用しつつ慎重

に行うべきである。

噛みしめや歯ぎしりなどの悪習癖は，慢性化し

ている顎関節痛には実際に多い。この場合，抗う

つ薬は極めて有効である。歯ぎしりの場合，スプ

リント療法が有効な場合もあるが，筋痛を出現す

る可能性があるので注意が必要である。スプリン

トはブラセボ効果が占める割合が高く６），害にし

かならないという意見も最近あるが，あえてブラ

セボ効果を狙って害にならない程度に使用するの

表１ 顎関節痛を起こす病態

１）関節靱帯の伸長
２）円板後部結合組織の伸長
３）関節円板後部炎
４）滑膜炎
５）関節包炎
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も一つの方法ではないかと私自身は考えている。

噛みしめや歯ぎしりなどの悪習癖は，ストレスの

蓄積など心理的要因も大きい。上下の歯を出来る

だけ接触しないように指導することなど，行動療

法も有効である。

咀嚼筋痛を起こす病態（表２）と除痛法

筋肉の痛みは，その発生メカニズムや病態生理

など未だ不明な点が多いが，幾種類もの異なった

タイプの筋痛があるとされている。咀嚼筋におい

ても，明らかに病態が異なると思われる幾種類か

の痛みが，日常の臨床で観察される。患者が咀嚼

筋の痛みを訴えた場合，まずそれがどの筋肉の痛

みなのか，どういうタイプの痛みなのか分析し，

診断することが大切である。

なんらかの出来事，例えば不適切に高い修復物

の装着とか智歯周囲炎が発症したとかなどに対す

る反応として，咀嚼筋は中枢神経系によって誘発

された防御的協力収縮という筋反応を示す。開口

の際の挙上筋の筋活動性の増加や閉口の際の下制

筋の筋活動性の増加などで，痛みを自覚すること

もあるが，病的なものではなく，通常は自然に消

失する。しかしながら，それが長期化すると，遅

発性筋痛を生じる。遅発性筋痛は，不慣れな運動

をした１～２日後に感じる筋肉の痛みとして誰も

が経験したことがあると思われる。持続的な筋収

縮や過度の筋肉への負荷によって，筋細胞膜が損

傷し局所の炎症が生じる。筋局所には，ブラジキ

ニンやサブスタンスＰなどの遊離が見られ，それ

らの増強物質であるプロスタグランジンＥ２が関

与し，侵害受容器を刺激することで痛みが生じ

る。自発痛は顕著ではなく，筋を動かしたり，圧

迫したりすると痛むことから，発痛物質の蓄積で

はなく，機械的な刺激に対する侵害受容器の感受

性の高まりだとも言われている７）。咀嚼筋の場

合，突然のストレスなどによる噛みしめという運

動負荷によって起こる可能性がある。歯ぎしりな

どの悪習癖は，慢性化する可能性があるように思

えるが，通常は繰り返しの運動負荷は耐性をつく

るとされている。おそらく，慢性化する場合は他

の要素，例えば交感神経の緊張とか，心理的要因

が絡むのであろう。これらが関与する前に，抗炎

症薬による早期の治療は適切だと思われる。

筋筋膜痛は，筋筋膜に限局する圧痛点（トリ

ガーポイント）をもつ筋原性の疼痛である。トリ

ガーポイントは，触診によって索状硬結として感

じられ，圧迫すると過敏に反応する。その局所

は，なんらかの代謝性変化が生じているとも考え

られるが，明確にはわかっていない。筋の疲労や

遅発性筋痛と関連があるか否かも明確ではない。

筋・筋膜への過度の負荷が蓄積することによって

生じるのではないかと思われ，咀嚼筋の場合は精

神的ストレスの蓄積と関連があるように思えるが

定かではない。トリガーポイントは，中枢性の興

奮を起こし，神経の可塑的変化を生じさせ，関連

痛を発現させる８）。この関連痛が大きな問題で，

耳の痛みや顔面各所の痛みまた歯の痛みまで起こ

す。例えば，咬筋，内側翼突筋，外側翼突筋は，

顎関節周囲や耳に関連痛（図１－ａ，ｂ，ｃ）を起

こし，顎関節痛との区別が困難である。胸鎖乳突

筋は，額，後頭部，耳の後，目の周囲などに関連

痛（図１－ｄ）を発現させ，とんでもないところを

患者が痛がるため，不定愁訴だとか心理的なもの

にされてしまう傾向がある。歯への関連痛はしば

しば誤診され，抜髄や抜歯に進展し，ニューロパ

シー歯痛を起こす場合もある９）。治療は，薬物治

療だけでは困難である。抗炎症薬はあまり効果が

ない。抗うつ薬は，神経の可塑的変化に作用する

ためなのか，効くことがある。治療として一般的

表２ 咀嚼筋痛を起こす病態

１）防御的協力収縮
２）遅発性筋痛
３）筋筋膜痛
４）虚血下，筋収縮によるアシドーシス
５）反射性の筋緊張の亢進
６）筋スパズム
７）筋炎
８）筋の拘縮
９）ファイブロマイアルジア
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なのは，圧痛点へのトリガーポイント注射であ

る１０）。これによって，その診断が正しければ，関

連痛部位も含めて痛みは劇的に消失する。近赤外

線照射や理学療法が効果的なこともある。

過剰な負荷による筋緊張の増大は，筋肉局所の

乏血を起こし，酸素不足になると，発痛物質の生

成が促進される。すなわち，虚血下，筋収縮によ

るアシドーシスの発生で，これは知覚神経末端を

刺激する。知覚神経の興奮は，筋紡錘運動反射に

よって運動神経を興奮させて，新たに筋肉の緊張

を増大させる。さらに脊髄レベルで反射的に交感

神経をも興奮させて，血管を収縮させ，新たに筋

肉局所の乏血を起こす。すなわち，「痛みの悪循

環」（図２）が形成され，痛みはそれにより，慢性

図１－ｂ 内側翼突筋の関連痛

（Travell JG and Simons DG８）の図引用）
×：trigger point
�∴：関連痛部位

∴

図１－ａ 咬筋の関連痛

∴

（Travell JG and Simons DG８）の図引用）
×：trigger point
�∴：関連痛部位

∴∴

図１－ｃ 外側翼突筋の関連痛 図１－ｄ 胸鎖乳突筋の関連痛

（Travell JG and Simons DG８）の図引用）
×：trigger point
�∴：関連痛部位

（Travell JG and Simons DG８）の図引用）
×：trigger point
�∴：関連痛部位

∴∴ ∴∴
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化するとともに増大する１１，１２）。不安定な噛みしめ

をさせる悪習癖や強い噛みしめをするくいしばり

などは，精神的ストレスの増加によって起こり，

また増大する。この増大によって，疼痛は悪化

し，さらにストレスは増加する。すなわち，痛み

の悪循環は，病態生理学的だけでなく，行動学的

にも形成される。悪循環は，ちょっとひねくれて

考えると，どこから始まっても不思議ではない。

もしかすると，筋肉への負荷とは無関係な別な要

因，例えば交感神経の緊張状態があり，それが初

発因子になって悪循環が始まり，咀嚼筋の痛みが

発症するのかもしれない。精神的ストレスは，強

い噛みしめによる筋緊張増大への影響よりも，交

感神経緊張状態をつくることへの関与がより大き

いのかもしれない。杉崎は，咀嚼筋の痛みが，交

感神経緊張及びそれにともなう筋虚血に大きく関

係していることを報告している１３）。また，梅田ら

は，咀嚼筋の痛みが星状神経節ブロックによって

改善されることから，筋痛と筋の血流障害との関

連を報告している１４）。私の経験する臨床でも，筋

痛をもった多くの顎関節症患者が，星状神経節ブ

ロックで嘘のように痛み症状が消失する１５，１６）。こ

の痛みに対しては，抗炎症薬はあまり効果を期待

できない。抗うつ薬は，悪習癖や強い噛みしめを

するくいしばりがきっかけの場合などは，効果的

なこともある。ホットパックなどによって，筋の

血行の改善は，ある程度効果的である。アデノシン

三燐酸などの血管拡張薬も効果的かもしれない。

急性の激痛で筋スパズムという状態を咀嚼筋に

発現した患者に遭遇することがある１７）が，星状神

経節ブロックは劇的に除痛する。おそらく，「痛

みの悪循環」が急激に起こった反射性筋痛（図３）

と推測され，交感神経の関与が大きいことが考え

られる。筋スパズムとは，不随意性の運動神経活

動によって筋の短縮を伴うか，あるいは短縮を伴

わなくても緊張の亢進した状態と定義され，随意

的な筋の弛緩によってもなくならないとされてい

る８）。かつては，多くの咀嚼筋痛が筋スパズムと

して説明されたが，そのほとんどで筋電図上，筋

の活動亢進がないことから慢性筋痛にはなく特発

性に生じるとされている１８）。ストレスなど心理的

障害によるものが多いと報告されている１９）。おそ

らく，交感神経と運動神経の異常反射が関与する

突発痛で，虚血下，筋収縮によるアシドーシスが

慢性化した痛みとは区別するべきであろう。急性

に起きた悪循環を遮断しなければならない。おそ

らく，交感神経の遮断だけでなく，知覚神経や運

動神経の一時的遮断，例えば下顎孔伝達麻酔など

も効果的と思われる。神経ブロックの後，抗炎症

薬，抗うつ薬，精神緩和薬などを投与する。

筋炎は，感染炎症や外傷によって引き起こされ

る急性病態である。抗炎症薬によって，痛みはコ

図２ 痛みの悪循環（鈴木太１１）の図引用） 図３ 反射性筋痛―筋スパズムの発生機序
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ントロールされる。原因となっている炎症や外傷

とともに緩解する。しかしながら，長期にわたる

運動制限，過小運動が，筋を短縮させ，筋拘縮を

生じさせると，開口障害と咀嚼筋痛が慢性化す

る。特に，開口時痛が強度にある場合がある。痛

みの悪化を抑制するために，抗炎症薬を使用す

る。ホットパックなどによって，筋の血流を良く

し，開口訓練を行う。意識下では防御的協力収縮

が働いて開口が出来ないなど，入眠下または筋弛

緩薬投与下に強制的に開口，ストレッチが必要な

場合もある。

ファイブロマイアルギアは，全身性の筋原性慢

性疼痛障害で，原因は不明である。咀嚼筋など顔

面筋にも，筋・筋膜疼痛が見られることがある。

抑うつ状態や睡眠障害を伴う。抗うつ薬が，効果

的なことがある。また，星状神経節ブロックも効

果的なことがある。

顎関節症の痛みに対する経口薬物療法

経口の薬物は，比較的容易に臨床で応用できる

が，単に除痛をするだけでなく副作用は最小限に

とどめられるように，薬物について十分理解し，

適切に使用しなければならない。顎関節症の痛

み，すなわち顎関節痛や咀嚼筋痛に使用する経口

薬剤で，使いやすく有効であると私自身が思って

いるのは非ステロイド抗炎症薬と三環系抗うつ薬

である。

１）非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）

ステロイド以外の抗炎症作用をもつ薬物群で，

急性の顎関節痛や咀嚼筋痛に効果を示す。消炎・

鎮痛作用の強いものは，ジクロフェナクナトリウ

ム（ボルタレン�）やインドメタシン（インダシ

ン�）である。薬理作用は，発痛増強物質である

プロスタグランジン合成を促進するシクロオキシ

ゲナーゼ（COX）の抑制である。プロスタグラン

ジンは，発痛増強・起炎物質であると同時に，胃

を保護する作用をもつため，その合成を阻害する

と副作用として胃腸障害が生じる。胃潰瘍の発生

原因の２０～４０％がNSAIDs によるものである２０）。

従って，長期の服用は制散薬を併用しなければな

らない。またプロスタグランジンは，気管支拡張

作用や子宮収縮作用をもつため，NSAIDs による

その作用の阻害は，アスピリン喘息や妊娠末期の

分娩遅延を起こす危険性がある。COXには，主

に生体の恒常性に関するCOX－１と消炎・鎮痛

に関するCOX－２の２種類のアイソザイムが存

在する。副作用を避けるため，COX－２選択的

阻害薬が開発されているが，本邦ではまだ発売さ

れていない。エトドラク（ハイペン�）は，COX

－２選択性は高いが，鎮痛および抗炎症作用は弱

い。フェニル酢酸系（ボルタレン�など）やプロピ

オン酸系（ロキソニン�など）は，ニューキノロン

系抗菌薬との併用は痙攣が生じる可能性があるの

で禁忌である。ジクロフェナクナトリウム（ボル

タレン�）は，インフルエンザ脳炎・脳症には禁

忌である。

２）三環系抗うつ薬

抗うつ薬は，うつを治療することによって疼痛

を改善させるわけではない。顎関節症の痛みに使

用する場合には，うつの治療とは目的が異なる。

疼痛を抑制する神経系として，下行性抑制系があ

る。これは，上位中枢から脊髄へ下行して，末梢

からの侵害受容ニューロンの活動を抑制する。こ

の系には，セロトニン系とノルアドレナリン系の

二つがあり，この系を賦活化することで，鎮痛作

用を発揮する。抗うつ作用を発揮する量の半分か

ら１／１０の量で鎮痛効果を発揮する２１）。この鎮痛

効果は，ニューロパシックペイン２２）のような特殊

な状態の異常痛にも作用を発揮することがある。

また，アミトリプチリン（トリプタノール�）に代表

される三環系抗うつ薬は，ブラキシズムに関与す

るレム睡眠を減少させる２３）。したがって，ブラキ

シズムを抑制することによって，顎関節症の痛み

に効果が発揮されている可能性もある。副作用

は，めまい，口渇便秘，排尿困難，低血圧，頻脈

などがある。

３）その他

解熱鎮痛薬であるアセトアミノフェン（カロ

ナール�など）は，抗炎症作用はないが，NSAIDs

に比較すると副作用は少ない。ステロイド薬は，

福田：顎関節症を見直す７６２
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強い抗炎症作用があるが，連用すると多くの副作

用が出現する。ジアゼパム（セルシン�）やエチゾ

ラム（デパス�）などの抗不安薬は，睡眠の改善，

精神的緩和，筋弛緩などを目的に，使用される。

中枢性筋弛緩薬は，筋緊張緩和を目的に咀嚼筋痛

に使用されている。アデノシン三燐酸は，血管拡

張作用による咀嚼筋の血流の改善を促す。体質の

改善を目的に，漢方薬も使用される。

お わ り に

顎関節治療は変遷が著しく，主流となる治療法

が頻繁に変化してきた。顎関節症は，多種多様な

病因をもつ複雑な疾患である。その痛みへの対応

は広い視野をもって診断し，いく種類もの治療法

を併用して応用すべきであろう。
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