
非定型歯痛・非定型顔面痛 



非定型歯痛（顔面痛）とは？ 

• 耐え難い持続性の痛み 
• 患者の９割が女性（閉経後の女性に多い） 
• 検査を繰り返しても原因は見つからない 
• 歯科治療や手術は無効 
• 疼痛部位が拡大したり、移動したりする 
• 三叉神経痛・慢性上顎洞炎・慢性骨髄炎と誤
診されていることが多い 
 



原因 

• 通常は末梢から入った痛
みの刺激が、脳に送られ
て「痛み」だと判断される。 

• 非定型歯痛の場合は、末
梢には原因が無く、脳の
痛みを判断する部分に変
調が生じ、脳の中で痛み
の感覚が暴走している状
態。 

「口腔顔面痛を治す」 P27 



2008年１２月１４日 
朝日新聞の記事 

（本サイト 
トップページに掲載） 

日本では 
今世紀に入ってから 

知られるようになった病気 
治療を求めてさまよう 

患者は多い 



症例 非定型歯痛 
55歳、女性、病悩期間10年 

1997-2002 2002-3 

2003-6 

疼痛強度：VAS 100/100 

朝日新聞の記事の患者さんのレントゲン写真。 
痛みの部位が次々に移動し、抜歯や手術を繰り返したが、痛みは止まらない。 

最終的に、三環系抗うつ薬で疼痛が消失。 



非定型歯痛（AO）の一般的経過 
• 長期間のストレス（人間関係・介護）や急激なストレス（歯科治

療や事故によるもの）、また慢性の過労・睡眠不足などで、脳
が過労状態になっている人に起こりやすい。 

• ある日突然（あるいはささいな歯科治療をきっかけに）、歯髄
疾患のようにみえる「歯痛」が始まる 

→経過観察→抜髄（神経を抜くが痛みは止まらない） 
→長期間の根治→抜歯（しかし痛みは止まらない） 
→口腔外科依頼：中枢のMRI、局所のCT、上顎洞根本術、骨髄

生検、骨髄掻爬 （「慢性上顎洞炎or骨髄炎」の診断が多い） 
→内科では三叉神経痛の診断でテグレトールが出されることが

多いが無効。 
 

• 経過中に疼痛部位が（神経支配に関係なく）他の歯に飛び火
したり、顔面に拡大したりすることもある 

• 疼痛強度は中等度～激痛で、日常生活に支障をきたすほど 



非定型歯痛（顔面痛）の特徴 
• 歯や歯の周囲の歯肉または抜歯した後の部位に生じ
る痛み 

• レントゲンやＣＴなどの検査では、全く異常が認められ
ない 

• 稀ではない 
• 子供を除いて、どの年齢にも生じ得るが、閉経後の女
性に多い 

• 大・小臼歯が好発部位 （下顎＜上顎） 
• 顔面では頬骨のあたりが多い 
• 疼痛は一歯に限局しているもの、多数歯に同時に生じ
るもの、顔面痛を伴うものなど様々 

• 歯科治療を行うと、疼痛が増悪することが多い 



痛みの特徴 

非定型歯痛の場合 
– じんじん・じわじわ 
– じりじり焼け付くような 

非定型顔面痛の場合 
– 上顎の糸切り歯が目の方向に突き刺さるような 
– 上顎の前歯がワイヤーでくくられ、ぎりぎり締め上
げられるような 

– 頬骨が万力で砕かれるような 

いずれも、午前中は比較的よく、午後になるほど悪化する。 
食事には支障がない。 



三叉神経痛との鑑別点 

• 非定型歯痛（ＡＯ）は持続性疼痛である 
– ＡＯの痛みは一日中持続 
– 三叉神経痛は、瞬間的（秒単位）の発作性疼痛 
– ＡＯにはトリガーゾンはない（洗面、食事、歯磨き
に支障がない） 
 

• AOならテグレトールは無効 
– テグレトールで全く改善がない場合は、三叉神経
痛ではないと判断する 



非定型歯痛と歯の痛みとの鑑別法 

非定型歯痛 歯が原因の痛み 

１，疼痛は一定で、数週間、数か月以
上も変化がない 

１，疼痛には変動があり、時間とともに
増悪または改善する 

２，局所刺激は、疼痛にほとんど影響
を与えない 

２，局所刺激（温度、圧）により、疼痛は
悪化する 

３，臨床的にも画像上でも器質的な異
常は全く認められない 

３，臨床的または画像的に異常（歯質
欠損、破折）が認められる 

４，歯科治療を繰り返しても疼痛は改
善しない ４，歯科治療により疼痛は改善する 

５，局所麻酔に対する反応は不明瞭 ５，局所麻酔で疼痛は消失する 

Marcallo Melis, DMD, Rpharm; Simon Secci, MD Diagnosis and treatment of atypical odontalgia: 
a review of the literature and two case reports. J Contemp Dent Pract. 2007 Mar 1;8(3):81-9  



原因不明の痛みの病気についての考え方 

 
 

原因不明の痛みの病気は病院のどの科にもあり、それぞれ苦し紛れの診断名がつ
けられていたが、最近では、これらの病気は、脳の痛み情報の処理過程に変調が起
こり、脳の中で痛みの感覚が暴走している状態であり、本態は同じではないかと考え
られるようになっている。WesselyはＦＳＳ（Functional somatic Syndrome 
(Lancet 1999)）と呼んで、ひとくくりにしている。 
 



functional somatic syndrome 
• 「原因不明の痛みの病気」は病院のどの科にもある 

– 外来患者の20% (Peveler 1995, ) 
– 口腔外科受診患者の9% （村岡 2002） 

• 病気によっては、本物の患者より多い 
– 過敏性腸炎と炎症性腸疾患(Walker 1990) 

• 日常生活に大きな支障 
– 「どこも悪くない」のに、「痛みでなにもできない」状態になってしまう 

• 一般的な治療が奏効しない 
– 定番の治療を行っても、効果がない 

• 一つのFSSは、他のFSSの診断基準も満たすことが多い 
– 患者のタイプが共通 

• 原因不明の歯痛・顔面痛患者の80%以上が、頭痛・腰痛・過
敏性腸炎などの体の他の部位に痛みを訴える 
– 一般の10倍(Feinmann 1984) 

• どのFSSも抗うつ薬によく反応する 
– 非定型顔面痛、 原因がない胸部痛、月経前症候群 



非定型歯痛
の治療法 

AO,BMS 

「口腔顔面痛を治す」 
Ｐ７１ 

舌痛症 



三環系抗うつ薬による治療法の根拠 

• 抗うつ薬はうつ病だけではなく、慢性疼痛によ
く効く（科学的根拠も豊富） 
– 非定型顔面痛の８割に奏効（Feinmann) 
– 慢性頭痛・慢性の神経痛の第一選択薬でもある 

• 痛みの治療はうつ病の治療を参考にしている 
– うつ病と痛みは同じ系統の神経システムで調整さ
れる（Delgado 2004) 

– 慢性疼痛とうつ病の治療法は、「セロトニンとノル
アドレナリンの再取り込みを阻害すればよい」とい
う点で精神薬理学的には同様である。  

• Stahl SM2005 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Stahl SM"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Stahl SM"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


治療のポイント 
• 三環系抗うつ薬を十分量・十分期間使う必要がある  

• 新しい抗うつ薬（SSRI,SNRI）は、慢性疼痛にはあまり効かない 

• 疼痛消失後も維持療法が必要 

– 維持療法を行わないと２割が再発 

• 認知行動療法を並行して行う 

 

患者さんへの注意 
三環系抗うつ薬は副作用の多い薬です。また他の薬との相互作用（飲み合わせ）もあ
りますので、必ず医師の指示のもとで使用してください。 
自分で勝手に増量したり他の人からもらって服用することは危険です。 
また、メールで現在服用中の抗うつ薬や薬の量に関する問い合わせがありますが、こ
れらは専門的な内容ですので、主治医と直接書面でやりとりする必要があります。 
井川・村岡・和嶋・大久保のうちの誰かを受診して相談してください。 



治療に必要な三環系抗うつ薬の量 
• 使用量（25名中） 

– 10名 (40%) が低用量（＜50mg）で奏効 
– 9名 (36%) 中等用量（ 50mg以上＜150mg）で奏効 
– 6名(24%) は高用量 

• うち３名は250mgでも疼痛改善なし 
– 第２段階の治療へ 

 

• 効果ありと判定された22名の平均用量 
– 77.5 mg  
– Graff-Radfordらの報告80mgと近似 

50mg以下で諦めない 
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平均 = 77.5 mg/日 
 
Graff-Radford 80mg/day 

Ikawa et al. J Orofac Pain (2006)より作成 

アミトリプチリンの服用量と 
痛みの改善度  

17 



トリプタノール服用上の注意 １ 
1. 心臓の伝導異常（不整脈の一種）や緑内障（程度による）

のある方は、服用できないことがあります。 
2. トリプタノールは「抗うつ薬」に分類されますが、同時に

「慢性の痛みを抑える薬」として知られています。あなた
の場合は「うつ」ではなく、「慢性疼痛」のためにこの薬が
処方されています。慢性頭痛、慢性の神経痛などに非常
に効果があります。 

3. トリプタノールは長期に使用しても、肝臓や腎臓などへの
影響が少ない安全な薬として知られており、欧米で50年
以上使用され続けています。 

4. 長期的な安全性が確認されている薬ですが、一方で、使
用直後（2-4週間ほど）には、いくつかの副作用が現れる
ことがあります。代表的なものは「眠気」「口がかわく」「少
し血圧が下がる（たちくらみ）」などです。これらの副作用
は、薬の効果が発現し始めるのと入れ替わりに、徐々に
消失しますので、根気よく服用を続けてください。 



トリプタノール服用上の注意２ 
５， トリプタノールは効果発現までに2-4週間ほどかかります。

効果がでないと焦らずに、４週間ほどは根気よく服用を続
けることが大事です。（それでも効果がでない場合には、
増量が必要です。） 

６， 一度服用すると長時間（24時間）効果が持続します。薬は
分けて飲む必要はなく、夕方7-8時ころに一日量をまとめ
て服用すれば結構です。 

７， 痛みが長引くと「眠れない」ことが多くなってきます。トリプ
タノールの副作用の「眠気」をうまく使うと、ぐっすり眠れる
ようになります。このためには、ベッドに入る3-4時間前に
服用するのがよいでしょう。早めに服用することで、翌日
の眠気も最小限に抑えられます。 

８， 胃を荒らすことはありません。（このため、「食後」である必
要はありません。）むしろ胃酸を押さえるため、食欲が増し
て体重が増加することがありますので、普段より食べ過ぎ
ないよう注意してください。 



副作用と対処法 
1. 口渇：口を湿す 
2. 眠気：早い時間の服用、１回にまとめる 
3. 便秘：下剤、ヨーグルト 
4. 尿閉：ウブレチド® （臭化ジスチグミン） 
5. 目のかすみ 
6. 振戦 
7. 体重増加：食事の量を減らす、運動 
8. ふらつき 
9. せん妄（夜間せん妄）：幻聴、幻視：リスパダール® 
10. 薬剤性QT延長（危険！） 

 -必ず心電図でモニタリングする 



アミトリプチリン 処方例 
• １週目 10mg 
• ２週目 20mg 
• ３週目 30mg 
• ４週目 50mg 
• ６週目 75mg 
• ８週目 100mg 
• １０週目 150mg ｘ ４週間 
ーーーーーーーーーーー 
• 第２段階 200-250mgへの増量または

augmentation 



トリプタノール減量法 

• 痛みが止まった量で１年間の維持療法を
行う 

– 痛みが取れてすぐに薬を減量すると、高率に
再発する 

– AOでは治療に要する薬のdoseが上がる 
– 使用量にもよるが、１か月に10-25mgという

ペースで漸減する。痛みが再燃したらすぐに
元の量に戻し、そのまま３か月ほど足踏みして、
再度減量に挑戦 



痛みの治療に使わない方がいい薬 
ベンゾジアゼピン（睡眠薬・精神安定剤） 

「口腔顔面痛を治す」Ｐ８４ 

痛みが悪化する 
ことがある 



認知行動療法 
「患者さんページ」「患者と家族の心得」を読んでください。 

• 非定型歯痛は、薬におんぶに抱っこでは治らない。 
• 本人が治すと決断して、痛みに捕らわれた生活を変
えなければ、何十年でも続く。 

• 痛みにとらわれ、痛みのことを考え続けている間は、
脳の痛み関連領域が興奮して活動し続けるため、
薬を飲んでも治らない→痛みについて考える時間を
減らす。 

• あなたがもし70歳だとして、あと20年このままでいる
のか、痛くても普通の生活に戻り人生を楽しむのか
は、あなた自身が選択すること。 



大事なこと 

• 痛みの患者さんは、苦痛のあまり、家族や友
人に痛みの話をし続けます。 

• しかしこれを続けると、脳の痛み関連領域の
活動が活発になり、痛みは悪化します。 

• また、朝から一日中痛みの話を聞かされ、う
んざりした人達は、あなたを避けるようになっ
てしまいます。 
– 離婚、家族の中での孤立という最悪の状態を避
けるためにも、痛みの話題は必要最小限にしてく
ださい。 



原因と治療法の詳細は 
「口腔顔面痛を治す」 

（１部、P１７０まで）を参考にしてください 

口腔顔面痛を治す――どうしても治

らない「歯・口・顔・あごの痛みや違
和感」がわかる本 

 
講談社 

 (健康ライブラリー) (単行本)  
井川 雅子、 山田 和男、今井 昇  

 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E4%BA%95%E5%B7%9D %E9%9B%85%E5%AD%90
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E4%BA%95%E5%B7%9D %E9%9B%85%E5%AD%90
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E4%BA%95%E5%B7%9D %E9%9B%85%E5%AD%90
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E5%B1%B1%E7%94%B0 %E5%92%8C%E7%94%B7
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E5%B1%B1%E7%94%B0 %E5%92%8C%E7%94%B7
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E5%B1%B1%E7%94%B0 %E5%92%8C%E7%94%B7
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E4%BB%8A%E4%BA%95 %E6%98%87
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E4%BB%8A%E4%BA%95 %E6%98%87
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E4%BB%8A%E4%BA%95 %E6%98%87
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/4062592916/ref=dp_top_cm_cr_acr_img?ie=UTF8&showViewpoints=1
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