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大会長挨拶

第24回一般社団法人日本口腔顔面痛学会学術大会の開催にあたって

第24回一般社団法人日本口腔顔面痛学会学術大会
大会長　村岡　渡

　このたび、第 24 回一般社団法人日本口腔顔面痛学会学術大会を 2019 年 9 月 28 日 ( 土 )、
29 日 ( 日 ) の 2 日間、川崎市産業振興会館にて開催させて頂く事になりました。
　今大会では、改めて当学会員の先生方を中心に、口腔顔面痛、基礎研究、医科痛みセンター、
歯内療法、精神科といったさまざまな領域の先生方から最新の痛みについてご講演をいただき、
基礎と臨床、歯科と医科、末梢と中枢、身体、精神、こころ、脳機能、リハビリテーション
などをキーワードにディスカッションが行えればと考えております。
　メインシンポジウムⅠ では「痛みのパラダイムシフト」と題し、痛みと脳機能について、
第一線の先生方に講演をいただきます。メインシンポジウムⅡ では、「歯内療法後の難治性疼痛
をどうするか」として、歯内療法専門医 , 口腔顔面痛専門医並びに基礎研究者の立場から現在
のエビデンスを講演していただきます。
　また、米国の口腔顔面痛を牽引する Rutgers 大学の Gary. M. Heir 教授に来日して頂き、特別
講演を行っていただきます。学術大会前日の夕方には Pre-Conference として、口腔顔面痛コース
も開催します。
　その他、アクティブな活動を行っている当学会の多くの委員会から、学会の活動報告と展望を
ディスカッションして頂くシンポジウム、若手会員に留学や研究の魅力について発表して頂く
シンポジウム、特別講演、教育講演、リフレッシュコースなどさまざまな企画を予定しております。
　一般演題発表は、ポスター発表といたしますが、メイン会場で各 1 分間の口頭発表も行い、
全ての演題を総覧して頂いた後に、展示会場にて質疑応答をしていただきます。
　本大会は、5 年ぶりの本学会単独開催です。会期中は口腔顔面痛一色で白熱した議論を交わせれ
ばと思います。ここ数年、共催を行ってきました日本顎関節学会との合同シンポジウムも予定して
おり、引き続き幅広い関連領域との交流も継続していきます。
　本年は、日本口腔顔面痛学会 (JSOP) として 10 周年の節目にあたり、さらに 2000 年に開催
された第 1 回研究会からはちょうど 20 回目の学術大会となります。さらなる口腔顔面痛の進化に
向けて、熱い 2 日間が過ごせますようスタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
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会場

所在地：〒 212-0013　神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地 20

JR 東海道線、JR 京浜東北線、JR 南武線が乗り入れる JR 川崎駅から徒歩 8 分です。

京浜急行本線、京浜急行大師線が乗り入れる京浜急行川崎駅から徒歩 7 分です。

当会館ご利用の際は、公共交通機関をご利用ください。

また、お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

自転車でお越しの方は駐輪場をご利用ください（25 台程度、会館ご利用の方に限ります） 

◆電車でお越しの方

　東京駅からのアクセス

　　JR 東海道本線にて JR 川崎駅（約 17 分）

　品川駅からのアクセス

　　JR 東海道本線にて JR 川崎駅（約 9 分）

◆飛行機でお越しの方

　羽田空港からのアクセス

　　羽田空港国際線ターミナル駅より京浜急行線にて京急川崎駅（約 15 分）

　成田空港からのアクセス

　　成田空港駅より成田エクスプレスにて JR 品川駅へ（約 70 分）

　　JR 品川駅から JR 東海道本線に乗り換えて JR 川崎駅（約 9 分）
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館内案内図
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学術大会参加者のみなさんへ
	 1．川崎市産業振興会館　1	階「メインホール」前にて受付を行います。
   9 月 27 日（金）15：30 ～ 18：00
   9 月 28 日（土） 9：00 ～ 17：00
   9 月 29 日（日） 9：00 ～ 16：00
	 2．学術大会参加登録について
  1） 会費前納（事前参加登録）をされた方は
   （事前参加登録をされた方には、事前参加仮登録番号が登録されたメールアドレスに届いています。）当日、事

前登録者受付にて登録番号をプリントアウトした用紙あるいはスマートフォンやパソコン画面にてお示しく
ださい。参加証、抄録集と引き換えさせていただきます。 

  2）当日登録される方は
   当日参加受付にて下記の料金を納入し、参加証をお受け取りください。

   
   ※ 1 神奈川県歯科医師会会員の先生は、本学会会員と同様の参加登録費となります。受付当日、神奈川県歯科 

 医師会会員証をご提示ください。神奈川県歯科医師会会員であることが確認できなかった場合、非会員で 
 の登録になる可能性がございますことをご了承ください。

   ※ 2 学生証のご提示をお願いいたします。学部学生が対象です。大学院生は含まれませんのでご注意ください。
	 3．抄録集について
   当日会場にて 2,000 円で販売もいたしますが、数に限りがございます。
	 4．参加証について
   参加証（ネームカード）には、所属・氏名をご記入の上、会場内で必ず着用してください。参加証を着用して

いない方の入場はお断りいたします。
	 5）会員懇親会
   会場：THE CAMP CAFE & GRILL（川崎市川崎区小川町 1-26）
   時間：9 月 28 日（土）18：30 ～ 20：30
   会費： 6,000 円（定員になり次第受付を終了いたします。当日空席があれば受け付けます）
 6）禁止事項
	 	 	 下記については禁止とさせていただきます。ご協力をお願いいたします。
   • 会場内でのスマートフォン、携帯電話の使用（マナーモードへの設定をお願いいたします） 
   • 会場内での写真、ビデオ撮影（特に発表中の撮影とポスターパネル撮影は固くお断りいたします）、及び録音
	 7）会場内は禁煙です。
   • 喫煙は会場指定の喫煙所をご利用ください。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
	 8）演者・共同演者は、日本口腔顔面痛学会会員に限ります。
   会員でない方は直ちに入会手続きをお取りください。
	 9）入会手続きについて
	 	 	 入会手続きについては、以下にお問い合わせください。
   ・日本口腔顔面痛学会：一ツ橋印刷（株）　日本口腔顔面痛学会事務局（TEL：03-5620-1953）

お知らせとお願い

登録区分 当日受付
会員 15,000 円

神奈川県歯科医師会会員※ 1 15,000 円

非会員 15,000 円（抄録集配布なし）

メディカルスタッフ
（歯科衛生士・看護師・ 理学療法士・臨床心理士など） 10,000 円

学部学生※ 2

（学生証提示、大学院生は不可）         0 円（抄録集配布なし）
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		10）臨時評議員会・理事会・各種委員会について
  理 　 事 　 会：9 月 27 日 （金）14：00 ～ 16：00　11 階「第 5 会議室」 にて開催いたします。
  臨時評議員会：9 月 27 日（金） 16：00 ～ 17：00　11 階「第 6 会議室」 にて開催いたします。

  学術委員会（臨床研究検討部会）：9 月 28 日（土）13：30 ～ 14：30　11 階「第６会議室」にて開催いたします。
  教育開発システムプロジェクトチーム会議：9 月 29 日（日）12：00 ～ 13：00　11 階「第６会議室」にて開催
  いたします。

		11）単位認定について
  本学術大会は、日本口腔顔面痛学会認定医、専門医等の申請要件および資格更新の単位付与の対象となっています。
  また、日本歯科医師会の生涯研修としての単位も認定されます。

  ＊来場時と退場時に口腔顔面痛学会事務局受付にて、会員証をスキャンしてください。
  ＊スキャンし忘れると参加単位が付与されませんのでご注意ください。
  ＊スキャンの忘れによる事後の単位申請、個別対応は受け付けませんのでご了承ください。

  

  その日の学会場滞在時間により点数を付与。
  遅刻早退の場合は減点して点数を付与。 
  その際、その日の分野別の比率は変えない。
　　　　　　　　　　　（日本口腔顔面痛学会専門医等認定委員会承認）

  プログラムに、全て参加いただくと、9 月 28 日（土）は 5.5 点、29 日（日）は 6 点が付与されます。
  遅刻早退の場合は、時間に応じて点数が少なくなります（分野ごとの点数は案分で減じられます）。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  ＊ 9 月 27 日（金）の Pre-Conference Program は別途単位（3.0 単位）が付与されますので、詳細は、ホームペー
ジバナーからご確認ください。

  　「Pre-Conference Program」詳細
　  　http://www.assiste-j.net/ofp2019/index08.html

　 9 月 28 日（土）
1 日目

9 月 29 日（日）
2 日目

解剖生理分野 1.3 0.5

病理薬理分野 0.5 1.0

口腔外科分野 0.6 1.5

歯科補綴分野 0.6 1.0

歯科保存分野 0.0 1.0

ペインクリニック分野 0.6 1.0

精神医療・心療内科分野 1.9 0.0

合計 5.5 6.0
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発表される方へ
	 1．指定演題（特別講演・シンポジウム・教育セミナー等）の先生方へ
  1）指定演題（特別講演やシンポジウム、教育セミナー等）は各々の発表時間でお願いいたします。
  2） 発表時間の警告：講演終了 1 分前に黄ランプ、講演時間終了時には赤ランプでお知らせいたします。タイムス

ケジュールがタイトなため時間厳守でお願いいたします。
  3） 発表データの受付は、1 階「メインホール」前 の PC データ受付にて行います。指定演題はセッションの始ま

る 30 分前までに PC データ受付にお越しいただき、発表データの試写を行ってください。なお、29 日に発表
されるデータは前日 28 日でも受付可能です。

  PC 受付日時
   9 月 27 日（土）9：00 ～ 16：20
   9 月 28 日（日）9：00 ～ 14：20
  4）口演は PowerPoint を使用したコンピュータによる発表に限らせていただきます。
  5）会場で使用する PC の仕様について
   OS：Windows 10
   ソフト：Microsoft Office PowerPoint 2010 / 365
               Macintosh ご利用の方は本体をご持参ください。
   ＊パソコン持ち込み時のお願い
   （1）外部映像出力端子（ミニ D-sub15 ピン）付のパソコンをご用意ください。
　   （2）ポートリプリケーター（映像出力端子［VGA］アダプター）が必要な機種は忘れずにお持ちください。 

 （例：Mac Book、SONY VAIO など）
   （3）スクリーンセーバー、省電力設定はあらかじめ解除しておいてください。
   （4）バッテリー切れを防ぐために AC 電源アダプターをご用意ください。
   （5）万一パソコンが不調な場合に備えてデータのバックアップを CD-R か USB メモリでご用意ください。
   （6）スムーズな進行を行うために、「発表者ツール」の使用はお控えください。発表原稿が必要な方は、あら 

 かじめプリントアウトをお持ちください。会場でのプリントアウトは対応しておりません。
  6）演台にはモニター・キーボード・マウス・レーザーポインターを設置しています。
   発表開始時にご自身のデータであることをご確認ください。指定演題のコマ送りはご自身でお願いいたします。
  7）発表データについて
   USB・CD-R 持込による発表とします。USB・CD-R に保存したデータが、他の PC でも読み込めることを事

前にご確認ください。また枚数制限はしませんが、時間厳守でお願いします。
   スライド作成の際、下記に示す Microsoft 社の標準フォントをご使用ください。特殊フォントは文字化けの可

能性がありますのでご注意ください。
   ［日本語］MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
   ［英　語］Times、Times New Roman、Arial
   動画などの参照ファイルがある場合はすべてのデータを同じフォルダに保存してください。PowerPoint2010，
   365 の場合も使用動画ファイルをバックアップとしてお持ちください。動画ファイルは WMV（ビットレート

10Mbps 以下）を推奨します。
   また、バックアップデータをお持ちくださいますようお願いいたします。
   なお、取り込んだ発表データは、学会終了後に事務局で責任をもって消去させていただきます。
  8）利益相反（COI）に関する記載について
   口演発表スライドの 2 枚目に、利益相反状態について開示をお願いします。
	 2．一般演題発表（ポスター発表）の先生方へ
  1） ポスター掲示の日時
   すべての一般演題発表者は、9 月 28 日（土） 9：00 ～ 10：00 の間に、指定番号のパネルにポスターを貼付

してください。
  2）発表は口演（要約紹介）と討論の両方を行っていただきます。口演（要約紹介）は、スライド 1 枚で 1 分間

の要約紹介をメインホールにて行っていただきます。討論は、指定の時間帯で展示場にて行っていただきます。
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日時 場所

9 月 28 日（土）

  9：00 ～ 10：00 ポスター貼付（全演題） 展示場（4 階）

10：30 まで PC データ提出
グループ① 演題番号 P1-1 ～ P1-20

PC データ受付
（1 階メインホール前）

11：30 ～ 12：00　口演（要約発表 1 分）
グループ① 演題番号 P1-1 ～ P1-20

メインホール
（Ａ会場　１階）

16：15 ～ 16：45 討論
グループ① 演題番号 P1-1 ～ P1-20 展示場（4 階）

9 月 29 日（日）

9：55 まで PC データ提出
グループ② 演題番号 P2-21 ～ P2-40

PC データ受付
（1 階メインホール前）

10：55 ～ 11：25 口演（要約発表 1 分）
グループ② P2-21 ～ P2-40

メインホール
（Ａ会場　1 階）

11：30 ～ 12：00 討論
グループ② 演題番号 P2-21 ～ P2-40 展示場（4 階）

15：00 ～ 16：00 ポスター撤去（全演題） 展示場（4 階）

180cm

20cm

20cm

演題
番号

160cm

90cm

70cm

貼付スペース
（縦 180cm×横 90cm）

演題・所 属・ 発表者氏名
（縦 20cm×横 70cm）

顔
写
真

  3）口演（要約紹介）の日時
   口演（要約紹介）の発表データの受付は、1 階「メインホール」前 の PC データ受付にて行います。すべて

の演者はセッションの始まる 1 時間前までに PC データ受付にお越しいただき、発表データの試写を行ってく
ださい。なお、29 日に発表されるデータは前日 28 日でも受付可能です。（発表データの提出形式などは、指
定演題の先生方へ “ 7）発表データについて ” を参照してください。） 

  PC 受付日時
   9 月 27 日（土）9：00 ～ 16：20
   9 月 28 日（日）9：00 ～ 14：20 
  メインホール（Ａ会場）での口演発表（要約紹介）
   ◆ グループ① 演題番号 P1-01 ～ P1-20：9 月 28 日（土）11：30 ～ 12：00　
   ◆ グループ② 演題番号 P2-21 ～ P2-40：9 月 29 日（日）10：55 ～ 11：25
   ・上記の開始時間の 15 分前にはＡ会場（１階メインホール）前にご集合ください。ステージに左右に分かれ

て交互に発表いただきます。
   ・１人１分間です。スライドデータはオペレータがスクリーンに投影します。
   ・座長が氏名・所属を紹介した後に口演（要約紹介）を始めください。
   ・１分間の時間は厳守してください。
  4）討論の日時
   ◆ グループ① 演題番号 P1-01 ～ P1-20：9 月 28 日（土） 16：15 ～ 16：45　
   ◆ グループ② 演題番号 P2-21 ～ P2-40：9 月 29 日（日） 11：30 ～ 12：00
   座長はおきません。
   発表者の先生はあらかじめポスターボードに備え付けのリボンを胸に着用し、各設定時間には、ご自身のポス

ター前に待機し、討論時間としてください。 

  5）ポスター撤去（全演題）9 月 29 日（日） 15：00 ～ 16：00
  6） ポスターサイズ：縦 180cm× 横 90cm のパネルボードをご用意して

います。
   右図のとおりパネル上部左手に演題番号（縦 20cm× 横 20cm）を大会

事務局でご用意いたします。また画鋲またはテープも用意いたします。
   ＊発表者の方に各自用意いただくもの
   （下記サイズで作成・用意願います）
   ● タイトル：縦 20cm× 横 70cm
   （発表者の顔写真、タイトル、氏名、所属を記載してください）
   ● 発表内容：縦 160cm× 横 90cm
  7）利益相反（COI）に関する記載について
   ポスター最下段に、該当する利益相反状態について開示をお願いします。 COI
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3．「ポスター賞」について
  本学術大会では、本学会ポスター賞選考委員会により、ポスター発表者に対して “ 最優秀ポスター賞 ” および
  “ ポスター賞 ” を授与します。
  受賞ポスターパネルには 9 月 28 日（日）13：00 頃にリボンを貼付いたします。
  最優秀ポスター賞およびポスター賞受賞者の発表は 9 月 28 日（日）13：00 以降に、メインホール（Ａ会場）前
  およびポスター会場前に掲示いたします。
  受賞者はただちに受付までお越しください。
  表彰式は閉会式時【9 月 29 日（日）16：30 ～ 16：45 A 会場 1 階「メインホール」】に行いますので、必ず
  ご出席ください。

座長の先生方へ
  1）各セッションの進行は座長にお任せいたしますが、時間厳守でお願いいたします。
  2）セッション開始の 15 分前までに会場内の「次座長席」にご着席ください。

総会について
  本学術大会において、会員総会の開催は予定されておりません。  　

ランチョンセミナー
 1．開催日時
   9 月 28 日（土）B 会場　9 階「第 3 研修室」 13：40 ～ 14：30
   9 月 29 日（日）B 会場　9 階「第 3 研修室」 12：10 ～ 13：00
 2．整理券配布
  お弁当を引き換えるための参加整理券を先着順に配布いたします。
  配布日時：9 月 28 日（土）（開催 1 日目）9：00 ～ 11：00
         9 月 29 日（日）（開催 2 日目）9：00 ～ 11：00
  配布場所：4 階　展示場　各スポンサー企業ブース
  参加整理券はなくなり次第，配布を終了します。なお，聴講のみの場合には参加整理券は不要です。
  開始後 15 分にて整理券は無効になります。

その他
 1．クロークは、第１研修室（9 階） をご利用ください。
  開設時間は
   第 1 日目　9 月 28 日（土）9：00 ～ 18：15
   第 2 日目　9 月 29 日（日）9：00 ～ 17：00
  ＊貴重品（現金・カード・携帯電話・PC など）および傘はお預かりできません。
  ＊夜をまたいだお預かりもできません。当日中のお引き取りをお願いいたします。
  ＊会員懇親会に参加の方は、荷物を引き取ってから懇親会にご参加ください。
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Ａ会場
メインホール
（１階）

第１会議室
（10階）

第5会議室
（11階）

第6会議室
（11階）

14:00 ～ 16:00

理事会15：00

15:30 ～ 18:00

メインホール前にて学会受付開始

16：00 16:00 ～ 17:00

臨時評議員会
17：00 17:00 ～ 20:00

	Pre-Conference	Program
				「Orofacial	Pain,	Differential	
					Diagnosis-A	Thinking	Sport」

座長：大久保昌和
講師：Gary.M.Heir
別途申し込み必要
（軽食付き）

18：00

19：00

20：00

　　　　　

9月 27日（金）
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Ａ会場
メインホール
（１階）

展示場
（４階）

Ｂ会場
第３研修室
（９階）

Ｃ会場
第２研修室
（９階）

8：45 開場

ポスター
掲示

ポスター
展示
企業展示
ドリンク
コーナー

9：00　 9:00 ～

メインホール前にて学会受付開始
9：30

9:40 ～ 9:45								開会式
9:45 ～ 11:25

メインシンポジウムⅠ
「痛みのパラダイムシフト
～脳機能から考える～」

座長：金銅英二
　　　村岡　渡
演者：牛田享宏
　　　柿木隆介
　　　今村佳樹

9:50 ～ 11:20

リフレッシャーコース１
「口腔顔面痛診療のすすめ方」

1 限目：口腔顔面痛は何を治療する？
　　　　非歯原性歯痛とは？
2限目：口腔顔面痛医療面接の進め方、	
　　　　疼痛構造化問診票の使い方と理解
3限目：臨床診断推論のすすめ方

講師：和嶋浩一

10：00

10：30

11：00

11：30 11:30 ～ 12:00

ポスター要約紹介
グループ①
1分 ×20名

12：00

12:10 ～ 13:30

特別講演
「口腔顔面痛研究の変遷と未来」

座長：今村佳樹
演者：岩田幸一

12:10 ～ 13:30

教育セミナーⅠ
「口腔顔面痛臨床診断推論	この症例、
	　　　あなたはどの様に診断するか」

　座長：和嶋浩一
診断医：佐藤多美代
　　　　池田浩子
　　　　西須大徳

12：30

13：00

13：30

13:40 ～ 14:30

ランチョンセミナー①
「圧痛のメカニズムと評価の標準化」

演者：原　節宏
（協賛：サンスター株式会社）

14：00

14：30

14:50 ～ 16:10

シンポジウムⅠ
「口腔顔面痛学会の　
アクティビティと展開」
座長：佐々木啓一
　　　嶋田昌彦
演者：今村佳樹
　　　村岡　渡
　　　坂本英治
　　　野間　昇
　　　安陪　晋

14:50 ～ 16:10

リフレッシャーコース２
「咀嚼筋の痛みが歯痛になる」

４限目：国際頭痛分類第 3版（ICHD-3）
　　　　解説　歯科に必要な頭痛の知識
　　　　一次性頭痛、片頭痛、緊張型頭痛、
　　　　TACs とは
５限目：筋筋膜痛から関連痛が生ずるメカニズム
６限目：筋筋膜性歯痛の診断と
　　　　治療トリガ―ポイント触診デモ

講師：和嶋浩一

14:50 ～ 16:10

口腔顔面痛ハンズオン
セミナー
（事前申込制）

　　　　　座長：石垣尚一
脳神経診査実習：大久保昌和
　　筋触診実習：小見山　道
（協賛：サンスター株式会社）

15：00

15：30

16：00

16:15 ～ 16:45
ポスター質疑応答
グループ①16：30

16:50 ～ 18:00

招待特別講演
「Education	in	Temporomandibular	

Disorders	and	
Orofacial	Pain	in	The	United	States」

座長：井川雅子
演者：Gary.M.Heir
　　　　（Rutgers	University）

16:50 ～ 18:00

リフレッシャーコース３
「歯科医が知っておきたい

精神科の知識」
７限目：「心因性疼痛」をめぐって
８限目：口腔顔面痛診療で注意すべき精神疾患
９限目：“聴く ”・“ 伝える ”ー対応としての
　　　　コミュニケーション

講師：宮地英雄

17：00
企業展示
17:00 まで

17：30

18：00

18：30
受付開始 18:30 ～

開始：18:45 ～

会員懇親会（事前申込制）19：00

20：30

　　　　　

9月 28日（土）
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9月 29日（日）
Ａ会場

メインホール
（１階）

展示場
（４階）

Ｂ会場
第３研修室
（９階）

Ｃ会場
第２研修室
（９階）

8：45
開場

9：00
9:00 ～
メインホール前にて学会受付開始 ポスター

展示
企業展示
ドリンク
コーナー

9:20 ～ 10:50

メインシンポジウムⅡ
		「歯内療法後の難治性疼痛を
																																			どうするか」

座長：石井隆資
　　　三橋　晃
演者：澤田則宏
　　　澁川義幸
　　　石井隆資

9:20 ～ 10:50

教育セミナーⅡ
	「痛みと心について
　～身体科から診たこころと
　　　　　　　精神科から診た身体～」

座長：伊藤幹子
　　　宮地英雄
演者：渡邊友希
　　　西原真理

9：30

10：00

10：30

11：00 10:55 ～ 11:25

ポスター要約紹介
グループ②
1分 ×20名

11：30 11:30 ～ 12:00

ポスター質疑応答
グループ② 11:45 ～ 13:00

リフレッシャーコース４
「メカニズムに応じた薬の使い方」
10 限目：国際頭痛分類第 3版（ICHD-3）
　　　　		三叉神経痛、有痛性三、叉神経
　　　　		ニューロパチーの分類整理
11限目：痛みの発生メカニズムと
　　　　		それに応じた薬物療法
12限目：三叉神経痛、神経障害性歯痛の
　　　　		診断と治療

講師：大久保昌和

12：00

	

企業展示
15:00 まで

12:10 ～ 13:00

ランチョンセミナー②
「電気刺激療法のリハビリテーションと

疼痛領域への応用」
演者：川上途行

（協賛：伊藤超短波株式会社）

12：30

13：00

13:10 ～ 14:40

シンポジウムⅡ
「感覚検査の重要性」
座長：佐久間泰司
　　　大久保昌和
演者：大久保昌和
　　　小山なつ
　　　河奈裕正
　　　椎葉俊司

13:10 ～ 14:40

基礎シンポジウム
「知っておきたい痛みのメカニズム」

座長：小野堅太郎
演者：人見涼露
　　　寺山隆司
　　　林　良憲

13：30 13:30 ～ 15:30

精密触覚機能検査研修会

14：00

14：30

14:50 ～ 16:30

合同シンポジウム
「日本口腔顔面痛学会と日本顎関節学会

合同シンポジウム：
顎関節症と口腔顔面痛疾患の共通性」

座長：松香芳三
　　　小見山　道
演者：西須大徳
　　　井川雅子
　　　川上哲司

14:50 ～ 16:30

教育セミナーⅢ
「口腔顔面痛	海外留学のすすめ」

座長：野間　昇
演者：安陪春菜
　　　桑島　梓
　　　増田　学
　　　赤坂竜太

15：00

15：30

16：00

16：30 閉会式
（ポスター賞受賞式、優秀論文賞授賞式含む）

16：45
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プログラム

Pre-Conference Program
　第 1会議室（10 階）9月 27 日（金）17：00 ～ 20：00

 座　長：大久保昌和（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座 口・顔・頭の痛み外来）

 Orofacial Pain, Differential Diagnosis-A Thinking Sport
	 講　師：GARY	M.	HEIR,	D.M.D.
	 	 	（Professor
	 	 	 Division,	Program	and	Clinical	Director
	 	 	 Center	for	Temporomandibular	Disorders	and	Orofacial	Pain
	 	 	 Department	of	Diagnostic	Science,	Division	of	Orofacial	Pain
	 	 	 Rutgers	School	of	Dental	Medicine）

メインシンポジウムⅠ
　A会場（メインホール）9	月 28	日（土）9：45	～	11：25

 痛みのパラダイムシフト　～脳機能から考える～
                                                    座　長：金銅 英二（松本歯科大学　口腔解剖学講座）
   村岡 　渡（川崎市立井田病院　歯科口腔外科）

	 １．バーニングマウス症候群の本態：末梢性ならびに中枢性機序
	 	 	 今村	佳樹
	 	 	（日本大学歯学部　口腔診断学講座）
	 ２．運動による除痛効果の生理的メカニズム
	 	 	 柿木	隆介
	 	 	（自然科学研究機構生理学研究所　システム脳科学研究領域統合生理研究部門）
	 ３．運動器の障害と脳機能
	 	 	 牛田	享宏
	 	 	（愛知医科大学医学部　学際的痛みセンター）

ポスタープレゼンテーション　グループ① 口演（要約紹介 1分）

　A会場（メインホール）9	月 28	日（土）11：30 ～ 12：00

 P1-1. 口腔粘膜切開後の機械痛覚過敏発症機構に対する老化の影響
	 	 ○生田目大介1)、篠田雅路2)、岩田幸一2)

	 	 1）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座
	 	 2）日本大学歯学部生理学講座
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 P1-2. 口腔顔面の神経障害性疼痛に対する三叉神経節内パネキシンの関与
	 	 ○栗栖諒子1,2,3)、篠田雅路3,4)、山﨑陽子1)、嶋田昌彦1,2)、岩田幸一3,4)

	 	 1）東京医科歯科大学　歯学部附属病院　ペインクリニック
	 	 2）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔顔面痛制御学分野
	 	 3）日本大学歯学部生理学講座
	 	 4）日本大学歯学部総合歯学研究所機能形態部門

 P1-3. 三叉神経節ニューロンにおける Panexin-1 チャネルを介した P2X7-P2X4 受容体の
  機能連関
	 	 ○黒田英孝1)、井上博之2)、東川明日香3)、木村麻記3)、石川　昂4)、城戸幹太1)、
	 	 	 半田俊之2)、今泉うの1)、澁川義幸3)、一戸達也2)

	 	 1）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座麻酔学分野
	 	 2）東京歯科大学歯科麻酔学講座
	 	 3）東京歯科大学生理学講座

 P1-4. 活性型グリア細胞に発現する IFN- γは口腔顔面の神経障害性疼痛を増強する
	 	 ○淺野早哉香1)、篠田雅路2)、岡田明子1)、岩田幸一2)、今村佳樹1)

	 	 1）日本大学大学院歯学研究科歯学専攻　口腔健康科学分野　口腔診断学講座
	 	 2）日本大学大学院歯学研究科歯学専攻　口腔構造機能学分野　生理学講座

 P1-5. 歯髄炎による舌痛覚過敏発症に対する三叉神経節内 Macrophage の関与
	 	 ○菅野浩平1,2)、清水康平1)、篠田雅路2)、岩田幸一2)

	 	 1）日本大学歯学部歯科保存学第II講座
	 	 2）日本大学歯学部生理学講座

 P1-6. 星状神経節ブロックによる交感神経遮断持続時間が三叉神経麻痺の治療効果に与える
  影響の検討
	 	 ○河端和音、左合徹平、松川維吹、椎葉俊司
	 	 	 九州歯科大学歯科侵襲制御学分野

 P1-7. 外傷性三叉神経麻痺に対する星状神経節ブロックの治療効果～傾向スコア解析による
  検討～
	 	 ○左合徹平、松川維吹、河端和音、椎葉俊司
	 	 九州歯科大学　歯科侵襲制御学分野

 P1-8. 星状神経節近傍への低出力半導体レーザー照射による頬部血流および表面温の変化
  － SGB との比較検討－
	 	 ○下坂典立1,2)、大久保昌和2)、石井智浩2)、神山裕名2)、西森秀太2)、飯田　崇2)、	 	
	 	 　内田貴之2)、成田紀之2)、和気裕之2)、小見山	道2)、牧山康秀2)、渋谷　鑛1)

	 	 1）日本大学松戸歯学部	歯科麻酔学講座
	 	 2）日本大学松戸歯学部付属病院	口・顔・頭の痛み外来
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 P1-9. ADHD を併存した難治性舌痛症に対してアリピプラゾールが奏功した２症例
	 	 ○髙橋香央里1)、笠原　諭2)、福田謙一3)、一戸達也1)

	 	 1）東京歯科大学　歯科麻酔学講座
	 	 2）東京大学医学部附属病院　麻酔科・痛みセンター
	 	 3）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

 P1-10. 薬物療法が奏効した口腔顔面痛の 11 例
	 	 ○桃田幸弘1)、高野栄之2)、可児耕一1)、小野信二2)、松本文博1)、青田桂子1)、
	 	 	 益田奈緒1)、山ノ井朋子3)、金川裕子2)、東　雅之1,2)

	 	 1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野
	 	 2）徳島大学病院口腔管理センター
	 	 3）徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔学分野

 P1-11. 不眠症に対してエチゾラム内服をしていた舌痛症および口腔乾燥症併発患者に漢方療
  法が奏効した症例
	 	 ○千堂良造1)、山口孝二郎2)、真鍋庸三1)、山形和彰1)、山下　薫1)、糀谷　淳1)、
	 	 	 杉村光隆1)

	 	 1）鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　歯科麻酔全身管理学分野
	 	 2）昭和大学医学部　生理学講座生体制御学部門

 P1-12. 矯正治療後に末梢性神経障害性疼痛を生じたと考えられる１症例
	 	 ○水永潤子、福田謙一
	 	 東京歯科大学水道橋病院　口腔健康科学講座　障害者歯科・口腔顔面痛研究室

 P1-13. 下顎智歯周囲炎により下歯槽神経に有痛性ニューロパチーが生じた１例
	 	 ○本間風花1)、莇生田整治1)、吉見洋志2)、中川種昭1)、和嶋浩一1,2)

	 	 1）慶應義塾大学病院医学部歯科・口腔外科学教室
	 	 2）吉見歯科クリニック

 P1-14. 起床時の顎関節症症状、歯痛に対し、スプリント療法の咬合面形態を工夫し対応した
  ２症例
	 	 ○島田　淳
	 	 医療法人社団グリーンデンタルクリニック

 P1-15. 持続性特発性顔面痛と誤認した持続性片側頭痛の一例
	 	 ○池田浩子1,2)、井川雅子1,3)、高森康次1)

	 	 1）静岡市立清水病院口腔外科　
	 	 2）日野市立病院口腔外科		
	 	 3）国際医療福祉大学三田病院口腔外科
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 P1-16. 顎の痛みから発現し当科受診までに視覚障害を生じた巨細胞性動脈炎の１例
	 	 ○桒原正浩1)、臼田　頌1)、清水博之1)、高橋　萌1)、黄地健仁1,2)、西須大徳3,4)、
	 	 	 池田浩子4)、莇生田整冶1)、中川種昭1)、村岡　渡1,5)

	 	 1）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
	 	 2）Developmental	Biology,	Harvard	School	of	Dental	Medicine	/	Harvard		 Stem	Cell	
	 	 	 		Institute	
	 	 3）愛知医科大学痛みセンター
	 	 4）日野市立病院歯科口腔外科	
	 	 5）川崎市立井田病院歯科口腔外科

 P1-17. 悪性リンパ腫に起因したオトガイ部感覚障害と開口障害の１例
	 	 ○中村美穂、野口智康、福田謙一
	 	 東京歯科大学水道橋病院　口腔健康科学講座　障害者歯科・口腔顔面痛研究室

 P1-18. 顔面痛と開口障害を主訴として来院した 1 症例
	 	 ○池田真理子1,2)	、岡田明子1,2)、高根沢大樹1,2)、西原千紗1,2)、今村佳樹1,2)

	 	 1）日本大学歯学部口腔診断学講座
	 	 2）日本大学歯学部付属歯科病院ペインクリニック科

 P1-19. Cracked Tooth Syndrome に誘発され顕性化した類上皮囊胞による二次性三叉神経
  痛の一症例
	 	 ○八幡裕志1)、吉見洋志1)、高橋　充1)、和嶋浩一1,2)、
	 	 1）浦和吉見歯科クリニック
	 	 2）慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室

 P1-20. 耳前部腫脹と帯状疱疹を生じたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の１例
	 	 ○浅野崇浩、矢島祥助、村岡　渡
	 	 川崎市立井田病院歯科口腔外科

特別講演
A会場（メインホール）9	月 28	日（土）12：10	～	13：30

 座　長：今村 佳樹  （日本大学歯学部　口腔診断学講座）

 口腔顔面痛研究の変遷と未来
	 岩田	幸一		（日本大学歯学部　生理学講座）
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シンポジウムⅠ
A会場（メインホール）9	月 28	日（土）14：50	～	16：10

 日本口腔顔面痛学会のアクティビティと展開
      座　長：佐々木啓一 （東北大学大学院　歯学研究科口腔システム補綴学分野）
     嶋田 昌彦　（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野）

	 １．口腔顔面痛学会活動のストラテジー
	 	 		今村	佳樹
	 	 		（日本大学歯学部　口腔診断学講座）
	 	 		日本口腔顔面痛学会理事長
	 ２．口腔顔面痛の Learning	Management	System	の構築
	 	 		村岡	　渡
	 	 		（川崎市立井田病院　歯科口腔外科）
	 	 		学術委員会（e-learning	検討部会）担当理事
	 ３．口腔顔面痛に関するインターネットを用いた 3	万人大規模疫学調査報告
	 	 		坂本	英治
	 	 		（九州大学大学院　歯学研究院口腔顎顔面病態学講座　歯科麻酔学分野）
	 	 		学術委員会臨床研究検討部会担当委員長
	 ４．口腔顔面痛領域の保険診療の展望
	 	 		野間	　昇
	 	 		（日本大学歯学部　口腔診断学講座）
	 	 		医療保険委員会委員長
	 ５．非歯原性歯痛診療ガイドライン改訂について
	 	 		安陪	　晋
	 	 		徳島大学大学院　医歯薬学研究部口腔科学部門　臨床歯学系総合歯科学分野
	 	 		ガイドライン作成委員会幹事

招待特別講演
A会場（メインホール）9	月 28	日（土）16：50	～	18：00

 座　長：井川 雅子（静岡市立清水病院　口腔外科口腔顔面痛外来）

 Education in Temporomandibular Disorders and 
        Orofacial Pain in The United States
	 演　者：GARY	M.	HEIR,	D.M.D.
	 	 	（Professor
	 	 	 Division,	Program	and	Clinical	Director
	 	 	 Center	for	Temporomandibular	Disorders	and	Orofacial	Pain
	 	 	 Department	of	Diagnostic	Science,	Division	of	Orofacial	Pain
	 	 	 Rutgers	School	of	Dental	Medicine）
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リフレッシャーコース 1
　B会場（第 3研修室）9	月 28	日（土）9：50	～	11：20

	 口腔顔面痛診療のすすめ方
	 講　師：和嶋	浩一
	 	 		（慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室）
	 １限目：口腔顔面痛は何を治療する？非歯原性歯痛とは？
	 ２限目：口腔顔面痛医療面接の進め方、	疼痛構造化問診票の使い方と理解
	 ３限目：臨床診断推論のすすめ方

教育セミナーⅠ
　B会場（第 3研修室）9	月 28	日（土）12：10	～	13：30

	 口腔顔面痛臨床診断推論　この症例、あなたはどの様に診断する」
 座　長：和嶋 浩一（慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室）
	 診断医：佐藤多美代
	 	 	（昭和大学歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座　顎関節症治療学部門）
	 	 		池田	浩子
	 	 	（日野市立病院　歯科口腔外科）
	 	 		西須	大徳	
	 	 	（愛知医科大学　痛みセンター）

リフレッシャーコース 2
B会場（第 3研修室）9	月 28	日（土）14：50	～	16：10

 咀嚼筋の痛みが歯痛になる
	 講　師：和嶋	浩一（慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室）
	 ４限目：国際頭痛分類第 3	版（ICHD-3）解説　歯科に必要な頭痛の知識
	 	 		一次性頭痛、片頭痛、緊張型頭痛、TACs	とは
	 ５限目：筋筋膜痛から関連痛が生ずるメカニズム
	 ６限目：筋筋膜性歯痛の診断と治療　トリガーポイント触診デモ
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リフレッシャーコース 3
B会場（第 3研修室）9	月 28	日（土）16：50：～	18：00

 歯科医が知っておきたい精神医学の知識
	 講　師：宮地	英雄（北里大学　健康管理センター）
	 ７限目：「心因性疼痛」をめぐって
	 ８限目：口腔顔面痛診療で注意すべき精神疾患
	 ９限目：“	聴く”・“	伝える”	ー対応としてのコミュニケーション

口腔顔面痛ハンズオンセミナー
C会場（第 2研修室）9	月 28	日（土）14:50	～	16:10

 筋・筋膜性疼痛検査および脳神経スクリーニング検査の実際
 座　長：石垣 尚一
　　　　　　（大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座　クラウンブリッジ補綴学分野）
	 ファシリテーター：
	 	 	 小見山	道
	 	 	（日本大学松戸歯学部　口腔健康科学講座　顎口腔機能治療学分野）
	 	 	 大久保昌和
	 	 	（日本大学松戸歯学部	有床義歯補綴学講座）
	 	 	 築山	能大
	 	 	（九州大学大学院歯学研究院　口腔常態制御学講座　歯科医学教育学分野）
	 	 	 渡邊	友希
	 	 	（昭和大学歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座	顎関節症治療学部門）
	 	 	 佐藤　	仁
	 	 	（昭和大学歯学部	口腔外科学講座	顎顔面口腔外科学部門）
	 （協賛：サンスター株式会社）
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メインシンポジウム Ⅱ
　A会場（メインホール）9	月 29	日（日）9：20	～	10：50

	 歯内療法後の難治性疼痛をどうするか
 　　　　座　長：石井 隆資（日本歯科大学附属病院）
   三橋 　晃（鎌倉デンタルクリニック・神奈川歯科大学附属横浜クリニック）
	 １．現在の歯内療法による痛みのエビデンス
	 	 		澤田	則宏
	 	 		（澤田デンタルオフィス）
	 ２．歯内療法における痛みの分子細胞基盤
	 	 		澁川	義幸
	 	 		（東京歯科大学　生理学講座）
	 ３．歯内療法後の難治性疼痛　歯原性か？非歯原性か？
	 	 		石井	隆資
	 	 		（日本歯科大学附属病院）

ポスタープレゼンテーション　グループ② 口演（要約紹介 1分）

　A会場（メインホール）9	月 28	日（土）11：30 ～ 12：00

	 P2-21. Burning mouth syndrome 患者における咀嚼運動と疼痛抑制の関係
	 	 ○関根尚彦、岡田明子、青野　楓、田中玲那、西原千紗、渡邉広輔、渡邉　諒、
	 	 　篠崎貴弘、今村佳樹
	 	 	 	 日本大学歯学部口腔診断学講座

 P2-22. 閉経後バーニングマウス症候群患者における舌の感覚に関する研究
	 	 ○西原千紗1)、野間　昇1,2)、関根尚彦1,2)、小笹佳奈1)、池田真理子1,2)、
	 	 1）日本大学歯学部　口腔診断学講座
	 	 2）日本大学歯学部付属歯科病院　ペインクリニック科

 P2-23. BMS における侵害性温度刺激に対する conditioned pain modulation の変調
	 	 ○小笹佳奈1)、野間　昇1,2)、関根尚彦1,2)、	高根沢大樹1,2)、西原千沙1,2)、今村佳樹1,2)

	 	 1）日本大学歯学部	口腔診断学講座
	 	 2）日本大学歯学部付属歯科病院	ペインクリニック科

 P2-24. 口腔インプラント手術後の感覚神経障害患者の実態
	 	 ○國奥有希、加藤栄助、添田　萌、野口智康、中村美穂、柏木航介、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

 P2-25. 中枢性感作の評価における wind-up の臨床的有用性
	 	 ○森口大輔、林　暁雨、久山晃太朗、小石由紀子、仙崎勇輝、高岡亮太、
	 	 	石垣尚一、矢谷博文
	 	 大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野
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 P2-26. 矯正装置の装着が睡眠時ブラキシズムへ及ぼす影響
	 	 ○岩本早織1)、	飯田	崇2)、小見山	道2)、葛西一貴1)

	 	 1）日本大学松戸歯学部　歯科矯正学講座
	 	 2）日本大学松戸歯学部　顎口腔機能治療学分野

 P2-27. 口腔内外に痛みを生じる三叉神経痛は生活障害度が高い
	 	 ○廣谷拓章1)、千葉雅俊2)、高橋　哲2)

	 	 1）大崎市民病院　歯科口腔外科
	 	 2）東北大学大学院歯学研究科	口腔病態外科学講座	顎顔面・口腔外科学分野

 P2-28. Pretrigeminal neuralgia と術後再発三叉神経痛は同じ病態？
	 	 ○北原功雄
	 	 北総白井病院　脳神経外科

 P2-29. 三叉神経痛神経血管減圧術における、三叉神経根脳血管圧迫部位の三叉神経分枝配列
  マッピング
	 	 ○北原功雄
	 	 北総白井病院　脳神経外科
 P2-30.  特発性 first bite syndrome の痛みの特徴について：典型的三叉神経痛との比較
	 	 ○千葉雅俊1)、廣谷拓章2)、吉田重之1)、山口佳宏1)、樋口景介3)、高橋　晢1)

	 	 1）東北大学大学院歯学研究科	口腔病態外科学講座	顎顔面・口腔外科学分野
	 	 2）大崎市民病院歯科口腔外科
	 	 3）仙台市立病院歯科口腔外科

 P2-31.  歯冠修復後に進行した歯髄炎による対顎歯への関連痛の１例
	 	 ○加納史也1,2)、西須大徳3)、神尾尚伸2)、鶴田剛士2)、坂口晃平2)、日比英晴2)、
	 	 　山本朗仁1)

	 	 1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　組織再生制御学
	 	 2）名古屋大学大学院　医学系研究科　頭頸部・感覚器外科学講座　顎顔面外科学
	 	 3）愛知医科大学　学際的痛みセンター

 P2-32.  歯科医師が知っていなければならない非歯原性歯痛 - 筋筋膜性疼痛 -
	 	 ○石井隆資、大徳光世、滑川初枝、義隆伸之
	 	 日本歯科大学附属病院　口腔顔面痛センター

 P2-33.  筋・筋膜性疼痛に関連して異常感覚が発現した一症例
	 	 ○板橋基雅1)、伏見詩音2)、伏見知行2)、棚原樹夢3)、棚原秀樹3)、米澤敏信4)、
	 	 　正木英之5)、和嶋浩一6)

	 	 1）いたばしデンタルクリニック、2）伏見歯科診療室、3）棚原歯科、
	 	 4）よねざわ歯科、5）正木歯科医院、6）慶應義塾大学　歯科・口腔外科教室

 P2-34. 抜歯後に長期間疼痛が継続した、筋・筋膜痛による関連痛の１例
	 	 ○加納史也1,2)、神尾尚伸2)、鶴田剛士2)、日比英晴2)、山本朗仁1)

	 	 1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　組織再生制御学
	 	 2）名古屋大学大学院　医学系研究科　頭頸部・感覚器外科学講座　顎顔面外科学
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 P2-35. 経時的に定性、定量感覚検査を行った帯状疱疹後神経痛の一例
	 	 ○伏見詩音1)、伏見知行1)、正木英之2)、棚原秀樹3)、米澤敏信4)、板橋基雅5)、
	 	 　棚原樹夢3)、和嶋浩一6)

	 	 1）伏見歯科診療室、2）正木歯科医院、3）棚原歯科、4）よねざわ歯科、
	 	 5）いたばしデンタルクリニック、6）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

 P2-36. 約 20 年間、三叉神経痛の誤った診断で治療を受けていた例を診断見直し治療により改
  善した１症例
	 	 ○棚原樹夢1)、棚原秀樹1)、正木英之2)、伏見知行3)、米澤敏信4)、板橋基雅5)、
	 	 　伏見詩音3)、和嶋浩一6)

	 	 1）棚原歯科、2）正木歯科医院、3）伏見歯科診療室、4）よねざわ歯科
	 	 5）いたばしデンタルクリニック、6）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室	

 P2-37. 神経 MRI を含め、長期の経過観察を行った抜歯後舌神経感覚障害の１症例
	 	 ○加藤栄助1)、照光　真2)、國奥有希1)、福田謙一1)

	 	 1）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
	 	 2）北海道医療大学	歯学部生体機能・病態学系歯科麻酔科学分野

 P2-38. 舌神経縫合術後に鍼施術を行った１症例
	 	 ○高橋沙世1,2)、花本　博1)

	 	 1）大阪大学歯学部附属病院歯科麻酔科
	 	 2）紗楽鍼灸院

 P2-39. 新規薬ミロガバリンベシル酸塩（タリージェ ®）の使用経験
	 	 ○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

 P2-40. ミロガバリンの使用経験
	 	 ○佐久間泰司
	 	 大阪歯科大学附属病院	ペインクリニック科
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シンポジウムⅡ
A会場（メインホール）9	月 29	日（日）13：10	～	14：40

 感覚検査の重要性
 　　座　長：佐久間泰司（大阪歯科大学附属病院　ペインクリニック科）
    大久保昌和（日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座 口・顔・頭の痛み外来）

	 １．精密触覚機能検査の現状と展望
	 	 		大久保昌和
	 	 		（日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座	口・顔・頭の痛み外来）
	 ２．基礎からみた感覚障害
	 	 		小山	なつ
	 	 		（滋賀医科大学　生理学講座）
	 ３．インプラント手術による術後感覚障害
	 	 		河奈	裕正
	 	 		（神奈川歯科大学　顎・口腔インプラント科）
	 ４．口腔顔面痛臨床における感覚検査の意義～症例での検討～
	 	 		椎葉	俊司
	 	 		（九州歯科大学　ペインクリニック）

合同シンポジウム
A会場（メインホール）9	月 29	日（日）14：50	～	16：30

 日本口腔顔面痛学会・日本顎関節学会合同シンポジウム：
　　　　　　　　　　　　　　　　　         顎関節症と口腔顔面痛疾患の共通性
 　　　座　長：松香 芳三（徳島大学大学院　医歯薬学研究部　顎機能咬合再建学分野）
   小見山 道（日本大学松戸歯学部　口腔健康科学講座　顎口腔機能治療学分野）

	 １．口腔顔面痛に診られる筋症状
	 	 		西須	大徳
	 	 		（愛知医科大学痛みセンター）
	 ２．顎関節症による頭痛
	 	 		井川	雅子
	 	 		（静岡市立清水病院　口腔外科口腔顔面痛外来）
	 ３．顎関節症類似症状を呈する外科的疾患
	 	 		川上	哲司
	 	 		（奈良県立医科大学　口腔外科学講座）
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教育セミナーⅡ
　B会場（第 3研修室）9	月 29	日（日）9：20	～	10：50

	 痛みと心について～身体科から診たこころと精神科から診た身体～
 座　長：伊藤 幹子（愛知学院大学歯学部　顎口腔外科学講座）
   　　　　　　　　　　　　　　宮地 英雄（北里大学　健康管理センター）

	 １．口腔顔面痛に対する認知行動療法を考える
	 演　者：渡邊	友希
	 	 		（昭和大学歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座　顎関節症治療学部門）
	 ２．精神科医による「痛みのミカタ」
	 演　者：西原	真理
	 	 		（愛知医科医学部　学際的痛みセンター）

基礎シンポジウム
B会場（第 3研修室）9	月 29	日（日）13：10	～	14：40

 知っておきたい痛みのメカニズム
 座　長：小野堅太郎（九州歯科大学　健康増進学講座生理学分野）

	 １．口内炎の痛みとその末梢神経機構
	 	 		人見	涼露
	 	 		（九州歯科大学　健康増進学講座生理学分野）
	 ２．末梢神経損傷後の痛覚異常と脊髄後角における変化
	 	 		寺山	隆司
	 	 		（広島大学大学院　医系科学研究科歯学講座　顎顔面解剖学研究室）
	 ３．ミクログリアの channelopathy	がもたらす痛みの慢性化機構の解明
	 	 		林	　良憲
	 	 		（日本大学歯学部　生理学講座）
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教育セミナーⅢ
　B会場（第 3研修室）9	月 29	日（日）14：50	～	16：30

	 口腔顔面痛 海外留学のすすめ
 座　長：野間 　昇（日本大学歯学部　口腔診断学講座）

	 	 		安陪	春菜
	 	 		（りゅう歯科クリニック）
	 留学先：Department	of	Oral	Health	Sciences　Leuven	Cathoric	University

	 	 		桑島	　梓
	 	 		（日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座）
	 留学先：UCLA	School	of	Dentistry	Orofacial	Pain	and	Sleep	Medicine

	 	 		増田	　学
	 	 		（日本大学松戸歯学部　口腔健康科学講座　顎口腔機能治療学分野）
	 留学先：Section	of	Orofacial	Pain	and	Jaw	Function	Department	of	Dentistry	Faculty	of	Health	
	 	 Aarhus	University

	 	 		赤坂	竜太
	 	 		（日本大学大学院歯学　研究科歯学専攻　口腔構造機能学分野、
	 	 	 	日本大学歯学部　臨床医学講座）
	 留学先：Faculty	of	Dentistry,	University	of	Toronto,	Toronto,	ON,	Canada

リフレッシャーコース 4
C会場（第 2研修室）9	月	29	日（日）11：45	～	13：00

 メカニズムに応じた薬の使い方
	 講　師：大久保昌和
	 	 		（日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座	口・顔・頭の痛み外来）
	 10	限目：国際頭痛分類第 3	版（ICHD-3）解説　
	 	 	 	三叉神経痛、有痛性三叉神経ニューロパチーの分類整理
	 11	限目：痛みの発生メカニズムとそれに応じた薬物療法
	 12	限目：三叉神経痛、神経障害性歯痛の診断と治療

精密触覚機能検査研修会
C会場（第 2研修室）9	月	29	日（日）13：30	～	15：30
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ランチョンセミナー①
B会場（第 3研修室）9	月 28	日（土）13：40	～	14：30

 圧痛のメカニズムと評価の標準化
	 	 		原	　節宏
	 	 		（日本歯科大学附属病院　総合診療科顎関節症診療センター）
	 協　賛：サンスター株式会社

ランチョンセミナー②
B会場（第 3研修室）9	月 29	日（日）12：10	～	13：00

 電気刺激療法のリハビリテーションと疼痛領域への応用
	 	 		川上	途行
	 	 		（慶應義塾大学医学部リハビリテーション科）
	 協　賛：伊藤超短波株式会社

口腔顔面痛ハンズオンセミナー
C会場（第 2研修室）9	月 28	日（土）14：50 ～ 16：10

 筋・筋膜性疼痛検査および脳神経スクリーニング検査の実際
 座　長：石垣 尚一（大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野）

	 ファシリテーター：
	 	 	小見山	道
	 	 	（日本大学松戸歯学部　口腔健康科学講座　顎口腔機能治療学分野）
	 	 	大久保昌和
	 	 	（日本大学松戸歯学部	有床義歯補綴学講座）
	 	 	築山	能大
	 	 	（九州大学大学院歯学研究院　口腔常態制御学講座　歯科医学教育学分野）
	 	 	渡邊	友希
	 	 	（昭和大学歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座	顎関節症治療学部門）
	 	 	佐藤　	仁
	 	 	（昭和大学歯学部	口腔外科学講座	顎顔面口腔外科学部門）
	 協　賛：サンスター株式会社



3030



30 3130

指定演題抄録



32

Pre-Conference Program　9月27日（金）17：00～20：00（180分）
｢Orofacial Pain, Differential Diagnosis-A Thinking Sport」

  座長：大久保昌和
	 日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座　口・顔・頭の痛み外来

講師：Gary M. Heir, DMD
 Professor
 Division, Program and Clinical Director
 Center for Temporomandibular Disorders and Orofacial Pain
 Department of Diagnostic Science, Division of Orofacial Pain
 Rutgers School of Dental Medicine

【ねらい】
American	Academy	of	Orofacial	Pain（米国口腔顔面痛学会）の学術大会に参加すると、前日のワークショッ
プ、会期中のブレークファーストセミナー、ランチョンセミナーなどのさまざまなオプションプログラム
が用意されており、それらに参加すると演者から少人数で講義を受けることが出来ます。また、会場での
食事やコーヒーブレイク時に演者との交流も深められます。今回のプログラムは、米国の Pre-Conference	
Workshop において毎年、口腔顔面痛レビューコースを担当しており、かつ症例カンファレンスに定評のあ
るGary.	M.	Heir 教授に症例検討会を開催していただきます。そして、中盤ではコーヒーブレイクで交流を
深めながら、後半の症例検討を盛り上げていただければと考えております。皆様のご参加をお待ちしており
ます。

As and dental clinicians, we treat patients with pain on a daily basis. Unlike odontogenic pain, “Orofacial pain is pain 
perceived in the face and/or oral cavity. It is caused by diseases or disorders of regional structures, by dysfunction of 
the nervous system, or through referral from distant sources.” Patients suffering from orofacial pain of musculoskeletal, 
neuropathic, neurovascular or from non-organic causes may present to the dental clinic with pain of non-dental pain 
of non-dental origin that may confuse the untrained or unaware dentist. The resulting misdiagnosis may result in 
inappropriate treatment or in the delay of necessary treatment for serious systemic disorders.  The confusion often 
arises from two factors, not collecting adequate information or clues for the patient’s complaint and not recognizing 
the meaning of the information and how to reach an accurate differential diagnosis. This presentation will highlight the 
importance of the history and how to follow the clues in order to reach an accurate differential diagnosis and treatment 
plan. 

This presentation is case based with video demonstrations and clinical scenarios for audience participation.

Objectives:
Learn to observe the patient
Learn to listen to the patient
Recognize how to assemble the clues and formulated a diagnosis
Participants will have a better understanding of the art and science of the diagnostic process.
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Gary M. Heir, DMD

Dr. Heir is President and a Diplomate of the American Board of Orofacial Pain, and a Fellow of 
the American College of Dentists. He is a past President and a Fellow of the American Academy 
of Orofacial.

Dr. Heir is a Professor, Program and Clinical Director of the Center for Temporomandibular 

大久保昌和
【略歴】
1992年　日本大学　松戸歯学部卒業
1996年　日本大学大学院　松戸歯学研究科修了
1998年　日本大学　助手
2001年　日本大学　講師（専任扱）
2002～ 2003年
	 UCLA Orofacial Pain Clinic（日本大学海外派遣研究員） 
2007年　日本大学　専任講師
2007～ 2008年
	 USC School of Dentistry, Diagnostic Sciences（日本大学海外派遣研究員）

【所属学会等】
日本補綴歯科学会専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow of American Academy of Orofacial Pain
Council member, Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders

Disorders and Orofacial Pain of Rutgers University School of Dental Medicine and Director of the Post Graduate 
Advanced Education and Masters Programs. Dr. Heir is Past Chair of the Written Examination Council of the American 
Board of Orofacial Pain. He serves on the  Commission on Dental Accreditation (CODA) Review Committee and 
as a Site Inspector for the Commission. He is a member of the Review Committee of Advanced Dental Education 
for the ADA Council on Dental Education and Licensure (CDEL). Dr. Heir is the Section Editor for Pain Updates 
of The Journal of The Amerian Dental Association and serves as the editor of the Orofacial Pain Fact Sheets for the 
International Association for the Study of Pain, as well as serving on the editorial boards of many other peer reviewed 
journals. He is a member of many professional organizations devoted to the study and diagnosis of pain disorders, has 
published papers, chapters and abstracts on topics related with the field of temporomandibular disorders and orofacial 
pain.  Dr. Heir was appointed to the New Jersey Governors Council for Lyme Disease and served for twelve years in 
that position, and one term as its vice chair.  He is the primary author of the nationally accepted Post Graduate Core 
Curriculum in Orofacial Pain.
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招待特別講演　9月28日（土）16：50～18：00（70分）

｢Education in Temporomandibular Disorders and 
      Orofacial Pain in The United States」
  座長：井川 雅子
	 静岡市立清水病院　口腔外科口腔顔面痛外来

The need for a standardized educational program for the purpose of accreditation of orofacial pain specialist 
became apparent in the since the first treatment of a temporomandibular disorder. However, until mid-1990, 
no standardization of treatment protocols or care paths were agreed upon. There was little evidence-based 
literature and diverse treatment was based on opinion and “it works for me,” rather than science. Some 
patients were helped, many were harmed and most improved on their own.

This presentation discusses the evolution from opinion to science in the United States and how educational 
programs have, the topics that are taught and how the educational process is monitored. 

Hopefully, orofacial pain will be a specialty in the United States by this time next year. The long process will 
be discussed.

演者：Gary M. Heir, DMD
 Professor
 Division, Program and Clinical Director
 Center for Temporomandibular Disorders and Orofacial Pain
 Department of Diagnostic Science, Division of Orofacial Pain
 Rutgers School of Dental Medicine
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井川 雅子
【略歴】
1984年 東京歯科大学卒業
1984年～ 1990年　慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室助手
1990年～現在	 静岡市立清水病院口腔外科非常勤歯科医師
2011年～現在 日本歯科大学臨床教授
2012年～現在 神奈川歯科大学，非常勤講師
2014年～現在	 井川歯科医院院長

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会、専門医・指導医
American Academy of Orofacial Pain、認定医
日本顎関節学会、専門医
日本頭痛学会、専門医

Gary M. Heir, DMD

Dr. Heir is President and a Diplomate of the American Board of Orofacial Pain, and a Fellow of 
the American College of Dentists. He is a past President and a Fellow of the American Academy 
of Orofacial.

Dr. Heir is a Professor, Program and Clinical Director of the Center for Temporomandibular 
Disorders and Orofacial Pain of Rutgers University School of Dental Medicine and Director of the Post Graduate 
Advanced Education and Masters Programs. Dr. Heir is Past Chair of the Written Examination Council of the American 
Board of Orofacial Pain. He serves on the  Commission on Dental Accreditation (CODA) Review Committee and 
as a Site Inspector for the Commission. He is a member of the Review Committee of Advanced Dental Education 
for the ADA Council on Dental Education and Licensure (CDEL). Dr. Heir is the Section Editor for Pain Updates 
of The Journal of The Amerian Dental Association and serves as the editor of the Orofacial Pain Fact Sheets for the 
International Association for the Study of Pain, as well as serving on the editorial boards of many other peer reviewed 
journals. He is a member of many professional organizations devoted to the study and diagnosis of pain disorders, has 
published papers, chapters and abstracts on topics related with the field of temporomandibular disorders and orofacial 
pain.  Dr. Heir was appointed to the New Jersey Governors Council for Lyme Disease and served for twelve years in 
that position, and one term as its vice chair.  He is the primary author of the nationally accepted Post Graduate Core 
Curriculum in Orofacial Pain.
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特別講演　9月28日（土）12：10～13：30（80分）

｢口腔顔面痛研究の変遷と未来」

  座長：今村 佳樹
	 日本大学歯学部　口腔診断学講座

演者：岩田 幸一
	 (日本大学歯学部　生理学講座）

【抄録】
　口腔顔面領域の疼痛に関する研究は、歯髄をターゲットとした電気生理学研究からスタートした。当初、
歯髄刺激は刺激すると選択的に痛みを引き起こすことから、歯髄を、疼痛を引き起こすだけの対象とした実
験が多く行われた。また一方で、三叉神経の機能的および構造的特異性から、脊髄に関する研究を行ってい
た多くの研究者が三叉神経をターゲットとした研究に参画するようになり、三叉神経系の神経回路の詳細が
明らかにされた。その結果、口腔顔面領の侵害情報は三叉神経節（TG）を経て、三叉神経脊髄路核尾側亜核（Vc）
および上部頸髄の C1/C2領域を経由し、視床後内腹側核、内側核群および結合腕傍核等に投射し、最終的に
は大脳皮質一次体性感覚野および辺縁皮質に送られ、痛みとして認識されることが明かになった。その後、
口腔顔面領域の疼痛研究は三叉神経損傷あるいは口腔顔面領域の炎症による病的疼痛に関する研究に方向転
換がはかられた。
　三叉神経障害モデル動物あるいは口腔顔面の炎症モデルを用いた多くの研究により以下に示すメカニズム
が明かになってきた。すなわち、三叉神経障害や口腔顔面領域の炎症により、一次求心性神経の過興奮が
誘導され、三叉神経は感作される。三叉神経系の過興奮に伴って Vcおよび C1/C2領域の侵害受容ニューロ
ンも感作され、興奮性はさらに高まる。このような状態が長期間にわたって持続すると、神経回路自体が
構造的に変化し、新たな神経回路が形成され、神経回路には可塑的な変化が誘導される。この変化と同時
に、TGおよび Vc、C1/C2領域に存在する侵害受容ニューロンでは様々な分子の合成が進み、合成された分
子はニューロンから放出される。さらに、これらの分子はニューロンの周りに存在するグリア細胞に作用
し、TGにおいては satellite cellを、Vcおよび C1/C2領域においては microgliaと astrocyteの活性化を誘導す
る。活性化されたグリア細胞は cytokineや chemokine、ATPあるいは神経ペプチドを合成して放出する。また、
グリア細胞の活性化と同時に Vcおよび C1/C2領域においては macrophage の集積が誘導され、macrophage
においても様な分子の合成と放出が引き起こされ、ニューロンの興奮性はさらに亢進する。このように、三
叉神経障害や口腔顔面領域に炎症が引き起こされると、Vcおよび C1/C2領域に存在するニューロンとグリ
ア細胞あるいは macrophageとの機能連関が構成され、ニューロンの興奮性が亢進し、それに伴って口腔顔
面領域の痛みは増強する。
　本講演では三叉神経損傷および口腔顔面領域の炎症による病的な痛みを中心に、これまでに進められてき
た様々な研究結果を引用しながら口腔顔面痛の神経メカニズムについて解説したい。

【略歴】
1979 年 3月　日本大学歯学部卒業
1983年 3月　日本大学大学院修了
1983年 4月　日本大学助手（歯学部・生理学教室）
1987年 5月　米国国立予防衛生研究所 (NIH)客員研究員（‐1990年 9月）
1995年 4月　日本大学専任講師（歯学部・生理学教室）
1998年 10月　大阪大学助教授（歯学部・口腔生理学講座）
2002年 4月　日本大学教授（歯学部・生理学講座）（‐現在）　
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今村 佳樹
【略歴】
1981年	 九州歯科大学卒業
1985年	 九州歯科大学大学院修了（歯科麻酔学）
1985年	 九州歯科大学助手（歯科麻酔学）
1986年	 九州歯科大学講師（歯科麻酔学）
1987年	 関東逓信病院研修生（ペインクリニック科、国内留学）
1994年	 National Institute of Health, National Institute of Dental Research, 
 Division of Neurobiology and Anesthesiology, Visiting Researcher, 福岡県派遣研究員
1998年	 九州歯科大学助教授（歯科麻酔学）
2003年	 日本大学歯学部教授（口腔診断学）
現在に至る

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会理事長
日本疼痛学会理事
日本慢性疼痛学会理事
日本口腔診断学会理事
日本口腔内科学会理事
口腔顔面神経機能学会理事
日本大学歯学会理事
日本ペインクリニック学会評議員
日本歯科麻酔学会評議員
日本口腔科学会評議員
International Association Study of Pain, Chair of Special Interest Group, Orofacial and Head Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders, Councilor
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メインシンポジウム I　9月28日（土）9：45～11：25（100分）
｢痛みのパラダイムシフト　～脳機能から考える～」
  座長：金銅 英二
	 	 	 	 松本歯科大学　口腔解剖学講座

村岡 　渡
	 川崎市立井田病院　歯科口腔外科

【ねらい】
　近年、痛みと脳機能については、障害による脳の各領域の機能的変化や、また各領域どうしの機能的結合
にも変化を生じることが functional MRIや脳波などを用いて分かってきています。口腔灼熱症候群や運動器
の障害によって脳の認知がどのように変化するのか、また逆に、運動によって除痛を得ることができるメカ
ニズムについても解説していただきます。それぞれ痛みと脳機能研究の大家である先生方に、痛み治療に対
するパラダイムシフトを提示していただきます。
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金銅英二
【略歴】
1987年		 	 松本歯科大学卒業
1987年－ 1991年　大阪歯科大学歯科麻酔学講座臨床研修員
1991年－ 1995年　大阪歯科大学大学院（歯科麻酔学専攻）
1995年－ 1997年　大阪大学医学部解剖学第二講座 助手
1997年－ 2000年　兵庫医科大学解剖学第二講座 講師
2000年－ 2002年　松本歯科大学口腔解剖学第一講座 助教授
2002年－ 2008年　松本歯科大学大学院顎口腔機能制御学講座　教授
2008年－ 2016年　松本歯科大学口腔解剖学第一講座　教授
2017年－現在	 松本歯科大学口腔解剖学講座　教授

村岡 　渡
【略歴】
1997年　鶴見大学歯学部卒業、慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科研修医
1999年　慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科専修医、国立栃木病院機歯科口腔外科医員
2001年 　清水市立病院口腔外科医員
2003年　慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科助手
2006年 　日野市立病院歯科口腔外科主任医員
2009年　日野市立病院歯科口腔外科医長
2012年　川崎市立井田病院歯科口腔外科医長
　　　 　慶應義塾大学医学部客員講師（歯科・口腔外科学）
2017年～川崎市立井田病院歯科口腔外科部長
　　　　	慶應義塾大学医学部非常勤講師（歯科・口腔外科学）

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医、理事、セミナー企画運営委員会担当、学術委員会担当、ガイドライン
作成委員会委員
日本顎関節学会認定顎関節症専門医・指導医、代議員、学術委員会委員、専門医等試験委員会委員
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
日本運動器疼痛学会代議員
日本歯科薬物療法学会未承認薬対策委員会委員
Diplomate of American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会認定医）
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders, Councilor
医学博士（慶應義塾大学）
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メインシンポジウム I　9月28日（土）9：45～11：25（100分）
｢バーニングマウス症候群の本態：末梢性ならびに中枢性機序」

演者：今村 佳樹
	 日本大学歯学部　口腔診断学講座

【抄録】
　バーニングマウス症候群（BMS）は、局所ならびに全身的に原因の明らかでない舌、および歯肉、口蓋の
慢性の持続性疼痛であるとされる。閉経後の女性に好発し、発症や症状の増悪には、うつや不安等の情動と
の関連が深いことが報告されている。舌の生検を行った研究では、乳頭の上皮に至る細径繊維の萎縮がある
ことが明らかにされ、神経障害性疼痛であることが盛んに議論されてきた。しかしながら、BMSの患者を
対象にした定量感覚検査の研究では、明らかな異常のコンセンサスが得られておらず、体性感覚神経（三叉
神経）の機能異常については明確なエビデンスはない。一方、我々が行った機能的磁気共鳴画像検査（fMRI）
ならびに条件刺激による疼痛の修飾（CPM）に関する研究からは、中枢における疼痛の調節機能に明らかな
異常が存在することが明らかになっている。2017年、国際疼痛学会（IASP）はノシプラスティックペイン
の概念を発表した。これは、体性感覚神経に明らかな異常がなく、疼痛に対して異常な過敏症状を呈する痛
みの病態とされる。BMSの中枢の感作ならびに痛みの修飾系の障害がどのような機序で生じているのかは、
明らかでない点も多いが、動物実験での研究結果を加味すると、末梢の特殊感覚神経線維からの入力異常が
関与していることも否めない。文献的考察を加えて発表する。

【略歴】
1981年	 九州歯科大学卒業
1985年	 九州歯科大学大学院修了（歯科麻酔学）
1985年	 九州歯科大学助手（歯科麻酔学）
1986年	 九州歯科大学講師（歯科麻酔学）
1987年	 関東逓信病院研修生（ペインクリニック科、国内留学）
1994年	 National Institute of Health, National Institute of Dental Research, 
 Division of Neurobiology and Anesthesiology, Visiting Researcher, 福岡県派遣研究員
1998年	 九州歯科大学助教授（歯科麻酔学）
2003年	 日本大学歯学部教授（口腔診断学）
現在に至る

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会理事長
日本疼痛学会理事
日本慢性疼痛学会理事
日本口腔診断学会理事
日本口腔内科学会理事
口腔顔面神経機能学会理事
日本大学歯学会理事
日本ペインクリニック学会評議員
日本歯科麻酔学会評議員
日本口腔科学会評議員
International Association Study of Pain, Chair of Special Interest Group, Orofacial and Head Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders, Councilor
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メインシンポジウム I　9月28日（土）9：45～11：25（100分）
｢運動による除痛効果の生理的メカニズム」

演者：柿木 隆介
	 自然科学研究機構生理学研究所

【抄録】
　ヒトでの脳内痛覚認知機構を、高い時間分解能（ミリ秒単位）を有する脳波、脳磁図と、高い空間分解能
を有する機能的磁気共鳴画像 (fMRI)を用いて解析している。痛覚認知の最大の特徴は、様々な要素によっ
て大きく影響される事である。現在の近年の痛覚研究のトピックスの１つは、運動の除痛効果である。しか
し、その脳内メカニズムは十分には明らかにされていない。最近の私たちの研究により、運動の除痛効果には、
筋肉や腱の動きや、関節位置覚刺激、すなわち脳への上行性シグナルによる影響と、運動皮質の活動による
下行性シグナルによる影響があることがわかってきた。その作用部位としては、第１次体性感覚野、第２次
体性感覚野、島回、帯状回が重要である。私たちは、痛い部位とは異なる部位の運動によっても除痛効果が
あること、能動運動だけではなく受動運動でも除痛効果があることを確認した。リハビリテーションの現場
でも有用な研究結果だと考えている。
　運動と同様に、痛覚認知は、「注意」などの情動によっても大きく影響される。他のことに意識を集中し
ていると痛みの自覚程度が下がり、痛みの事ばかり考えていると、さらに痛みの度合いが増す、ということは、
私達も日常生活でしばしば経験する事である。私達は、実際に痛み刺激を与えられなくても痛いと感じる時
がある。それは「心の痛み」と称される場合が多い。情動と関連深い大脳辺縁系、特に帯状回と島回が関係
深いことが明らかになりつつある。神経イメージング手法を駆使することにより、情動と関係深い慢性疼痛
の脳内メカニズムを明らかにし、薬剤効果の程度も数値化される可能性が高い。

【略歴】
昭和 53年　九州大学医学部卒業
  九州大学医学部付属病院にて研修（内科、神経内科）
昭和 57年　佐賀医科大学内科　助手
昭和 60年　ロンドン大学医学部留学（62年に帰国）
昭和 62年　佐賀医科大学内科　助手に復職、その後講師に昇任
平成 5 年 岡崎国立共同研究機構　生理学研究所　教授
平成 16年　法人化に伴い、施設名称が自然科学研究機構に変更、　現在に至る
平成 25年　順天堂大学医学部　客員教授、　現在に至る
  日本内科学会認定医
  日本神経学会専門医

【所属学会等】
理事：日本生体磁気学会
監事：日本疼痛学会、日本顔面口腔痛学会
プレジデント：国際臨床神経生理学会アジア・オセアニア地区
(President: Asia-Oceania Chapter of International Federation of Clinical Neurophysiology)
その他、日本内科学会、日本神経学会、日本臨床神経生理学会　等
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メインシンポジウム I　9月28日（土）9：45～11：25（100分）
｢運動器の障害と脳機能」

演者：牛田 享宏
	 愛知医科大学医学部　学際的痛みセンター

【抄録】
痛みは脳で経験する不快な感覚と情動体験であると定義されている。すぐに治る痛みであれば日常生活への
影響は少ないが、それが治らずに長引き治療抵抗性であるなどすると直接的な局所の障害にとどまらず、痛
みに伴う身体の障害が疼痛行動も相まって我々の生活を大きく変えてしまう。
特に我々は非常に治療に難渋する複合性局所疼痛症候群（以下 CRPS）症例に着目し、その病態メカニズム
について研究をしてきている。これまでの研究では、病期の長い CRPS患者では対側の視床の活動性が低下
すること、疼痛部位に機械的な痛み刺激を加えた際にも視床の活動性の亢進が見られないことが明らかにさ
れてきている。一方これらの患者では疼痛部位を触られているビデオを見る事で仮想的に痛みを経験させる
だけでも非常に強い不快情動と前帯状回の活動を生じさせる事、アイトラッキングメガネを用いた研究では
これらの患者では疼痛部位を視認せず避けたり、無視する傾向が観察される。すなわち痛みは脳で記憶され
たものでもあり、これらに伴う自動思考から生じる疼痛行動も 2次性、３次性に身体機能障害（不動からの
廃用や関節拘縮、筋萎縮など）を引き起こすことになると考えられる。近年、帯状回から脊髄後角への神経
伝達経路も指摘されてきており、情動系が感覚に影響していくことについても考慮する必要がある。
我々は基礎研究で不動化モデル動物を作成し、廃用に伴う中枢神経系の機能変化について注目し研究を進め
てきたが、廃用動物では脳の感覚野のみならず運動系でも変化が生じるという報告もある。従って今後は脳
機能制御という面からの治療戦略を考えていく必要がある。

【略歴】
所属・役職 愛知医科大学　医学部　学際的痛みセンター /運動療育センター　教授
1991年 3月 高知医科大学医学部医学科卒業
1995年 3月 高知医科大学大学院医学研究科
  博士課程修了博士（医学）取得
  Univ. of Texas Medical Branch, Dept of
  Neuroscience and Anatomy　客員研究員
2004年 4月 高知大学医学部附属病院整形外科　講師
2007年 2月 愛知医科大学病院痛みセンター部長
  愛知医科大学医学部学際的痛みセンター教授
2010年 4月 愛知医科大学学際的痛みセンターセンター長
2013年 4月 愛知医科大学運動療育センターセンター長（兼任）
2019年 1月 愛知医科大学病院脊椎脊髄センター（兼任
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メインシンポジウム II　9月29日（日）9：20～10：50（90分）
｢歯内療法後の難治性疼痛をどうするか」

座長：石井 隆資
	 日本歯科大学附属病院

三橋 　晃
	 鎌倉デンタルクリニック・神奈川歯科大学附属横浜クリニック

【ねらい】
　歯内療法および痛みの基礎研究を専門とされる先生方から、現在の歯内療法で分かっている痛みのエビデ
ンスを整理し解説していただきます。そして、歯内療法後の難治性疼痛症例について口腔顔面痛専門医の視
点から現在のエビデンスを提示していただき、非歯原性歯痛、とくに関連痛による歯痛や歯内療法後の神経
障害性疼痛を含め、鑑別法や治療法までディスカッションを行います。
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石井 隆資
【略歴】
1987 年	日本歯科大学卒業、1991 年	同大学院（歯内療法学）修了。
　　　		心療歯科診療センター・センター長、総合診療科・科長を経て、
2016 年 4 月より日本歯科大学附属病院　口腔顔面痛センター・センター長（現在に至る）

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会、日本頭痛学会、日本線維筋痛症学会、American	Association	of	Endodontists、日本歯
科保存学会、日本歯内療法学会（協力団体　関東歯内療法学会・現会長）、
日本心身医学会、日本歯科心身医学会、日本顕微鏡歯科学会　など

三橋 　晃
【略　歴】
平成	 3年；神奈川歯科大学歯学部卒業
平成	 3年；神奈川歯科大学保存修復学教室助手
平成 13年；神奈川歯科大学附属病院かみ合わせ外来～咬み合わせリエゾン診療科併任
平成 16年；歯学博士
平成 20年；神奈川歯科大学口腔医歯学系口腔治療学講座歯内療法学分野講師
平成 25年；神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯髄生物学講座講師（名称改名）
平成 26年；神奈川県鎌倉市で「鎌倉デンタルクリニック」開業
平成 26年；神奈川歯科大学口腔医歯学系口腔治療学講座歯内療法学分野特任講師
平成 28年；神奈川歯科大学附属横浜クリニック非常勤・神奈川歯科大学臨床教授

【役職・専門医等】
関東歯内療法学会副会長・常任理事
日本顕微鏡歯科学会理事
日本歯科保存学会評議委員
神奈川歯科大学同窓会学術委員長
鎌倉歯科医師会学術理事
日本顕微鏡歯科学会認定医・指導医
日本歯科保存学会専門医
日本口腔顔面痛学会指導医　
咬み合わせ（顎咬合学会）認定医
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メインシンポジウム II　9月29日（日）9：20～10：50（90分）
｢現在の歯内療法による痛みのエビデンス」

演者：澤田 則宏　
	 澤田デンタルオフィス

【抄録】
　歯内療法専門医に依頼される症例は大きく二つに分けられる。「腫脹や排膿が止まらない」と「痛みが消
えない」という依頼である。「腫脹や排膿が止まらない」症例は取り除けない細菌感染が存在するか、どこ
かに感染のルートが存在するかのどちらかであり、原因となる感染源を除去することが出来れば比較的簡単
に治癒する。もちろん、感染ルートが歯根破折であった場合には予後は極めて悪く、歯の保存が困難となる
症例も少なくない。一方、「痛みが消えない」症例は処置が難しい。痛みの症例は診断を間違えると治癒し
ないばかりでなく、処置により症状が憎悪することもある。最も大切なのは術前の診断であると考えている。
本講演では、歯内療法における痛みの症例を提示し、その痛みに対するマネージメントについて今までの報
告なども踏まえながらお話させていただきたいと考えている。
　症例 1　主訴：抜髄後の歯に鈍痛を訴えている。
抜髄後補綴処置まで問題なく行ったが、数か月後に鈍痛を訴えたため、再根管治療を行った。
当院初診時には患歯周囲に炎症所見は認められず、エックス線写真でも根管治療は適切に行われていると思
われる。
　症例 2　主訴：根尖相当部の違和感
腫脹があり再根管治療を開始。治療終了後も違和感があり、歯内療法専門医の存在を知り来院。
当院初診時には腫脹排膿などの所見はなく、根尖相当部に圧痛を訴えている。エックス線透過像が患歯の根
尖に認められる。
　症例 3　主訴：右下の歯に痛みを訴え来院。
痛みに対する主治医の診断は右下第一大臼歯の根尖性歯周炎。再根管治療は難しく、歯内療法専門医での治
療を患者が希望し当院に紹介。
当院初診時、患歯周囲に腫脹や発赤の所見はない。右下第一大臼歯根尖相当部に若干の圧痛が見られるもの
の、右下第二小臼歯根尖相当部の方が強い圧痛を訴える。根管治療は十分といえず、エックス線透過像が患
歯の根尖に認められる。

【略歴】
昭和 63年  東京医科歯科大学歯学部卒業
平成 4年  東京医科歯科大学大学院修了，博士 (歯学 )
平成 4～ 7年 東京医科歯科大学歯学部付属病院　医員
平成 7～ 12年 東京医科歯科大学歯科保存学第三講座　文部教官助手
平成 9～ 10年 米国ペンシルベニア大学歯内療法学講座　留学
平成 12～ 14年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
   口腔機能再構築学系摂食機能保存学講座歯髄生物学分野　助手
   （大学院重点化による所属変更）
平成 14年～ 新宿区四谷にて澤田デンタルオフィス開院
   東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
   口腔機能再構築学系摂食機能保存学講座歯髄生物学分野　非常勤講師
【所属学会等】
日本歯科保存学会　評議員，歯科保存専門医
日本歯内療法学会　代議員，歯内療法指導医
日本顕微鏡歯科学会　理事，認定指導医
日本口腔顔面痛学会
American Association of Endodontists
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メインシンポジウム II　9月29日（日）9：20～10：50（90分）
｢歯内療法における痛みの分子細胞基盤」

演者：澁川 義幸
	 東京歯科大学　生理学講座

【抄録】
　象牙質 /歯髄複合体には有髄 Aδニューロンと無髄 Cニューロンが分布し、それぞれ象牙質の痛み（象
牙質痛）と歯髄の痛み（歯髄痛）の発生に関与する。近年、象牙質痛が特殊な神経メカニズム（odontoblast 
hydrodynamic receptor theory）によって発生すること、歯髄の炎症が神経性に制御される神経原性炎症を
経過することで、歯髄の痛みを発生させるだけではなく、取り返しのつかない不可逆性歯髄炎へと進行
することが明らかになってきている。本シンポジウムでは、神経原性炎症の経過をとる歯髄炎と、それ
を制御する様々な神経ペプチドの役割、歯に生じる痛みの疼痛発生機序の違いによる臨床診断などにつ
いてお話する。また歯の疼痛発生に関する細胞膜タンパク質や、象牙質 /歯髄複合体に生じる歯痛の分子
細胞基盤の最新の知見から、現在利用されている歯内療法薬の細胞膜標的タンパク質と、その新規作用
機序を紹介したい。新たな歯痛抑制や象牙質 /歯髄複合体再生を促進する薬剤の分子創薬の展望を考え、
未来の歯内療法について議論する。

【略歴】
平成	 7年	 5月	 東京歯科大学生理学講座助手
平成 14年 10月	 東京歯科大学生理学講座講師
平成 15年	 2月	 カナダ・カルガリー大学医学部生理生体物理学講座
　　　　　　　	 Postdoctoral Research Associate
平成 26年 10月	 東京歯科大学生理学講座准教授
平成 30年	 4月	 東京歯科大学生理学講座教授

【所属学会等】
日本生理学会 評議員
歯科基礎医学会 代議員
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メインシンポジウム II　9月29日（日）9：20～10：50（90分）
｢歯内療法後の難治性疼痛　歯原性か？非歯原性か？」

演者：石井 隆資
	 日本歯科大学附属病院

【抄録】
　歯内療法後の難治性疼痛を訴える患者が来院した場合、どう対応するか？
　患者が痛みを訴える歯に明らかな歯内療法的な問題が存在する場合は、再治療をおこなう。しかし、エッ
クス線写真上では適切な根管充填がなされており、歯根膜腔の拡大も認められない。けれども、患者は痛み
を訴え続ける場合に、原因を特定できないまま再根管治療を始めるか？
　患者の訴える痛みが歯原性なのか、非歯原性なのかの正しい診断を行わずに治療を始めると、ゴールは果
てしなく遠ざかっていく。
　歯原性の原因が存在すると診断できれば再根管治療をおこなっても大丈夫であるが、正確な診断がつかな
いままに治療を始めると、もともとの痛みが改善されないばかりか、新たな痛みを生み出してしまう。また
歯原性の原因がありながら、非歯原性歯痛が除外できないため治療できず、経過を診ている場合もある。す
ると歯原性の痛みによって中枢が感作されてしまい、新たな疼痛を生み出してしまう。的確な診断ができな
ければ患者を痛みから救うことができないばかりか、新たな痛みを生み出してしまうこととなる。
　予後を左右する的確な診断のためには、患者が感じている痛みはいつからあったのか？根管治療によって
変化はあったのか？（良くなった。悪くなった。変化ない。）を良く聴取することも非常に重要である。
　私の担当する部分では、歯内療法学で判っているエビデンスを論文から整理し、歯内療法後に起こる難治
性疼痛について考えてみたいと思う。

【略歴】
1987 年	　日本歯科大学卒業、1991 年	同大学院（歯内療法学）修了。
	 　心療歯科診療センター・センター長、総合診療科・科長を経て、
2016 年 4 月より日本歯科大学附属病院　口腔顔面痛センター・センター長（現在に至る）

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会
日本頭痛学会
日本線維筋痛症学会
American	Association	of	Endodontists
日本歯科保存学会
日本歯内療法学会（協力団体　関東歯内療法学会・現会長）
日本心身医学会
日本歯科心身医学会・日本顕微鏡歯科学会　など
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シンポジウム I　9月28日（土）14：50～16：10（80分）
｢日本口腔顔面痛学会のアクティビティと展開」

座長：佐々木啓一
	 東北大学大学院　歯学研究科口腔システム補綴学分野

嶋田 昌彦
	 東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野

【ねらい】
　当学会は、理事会、各種委員会、会員ともに非常に活発な学会活動を続けてきており、各方面から注目さ
れています。本シンポジウムでは、現在行っている活動のなかから、特に会員の皆様と情報共有しておくべ
き活動の状況について、担当の先生方からご報告していただき、今後の学会の展開についてディスカッショ
ンしたいと考えています。
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佐々木啓一
東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野　教授
東北大学大学院歯学研究科長・歯学部長
【略歴】
1981年 3月 東北大学歯学部　卒業
1985年 3月 東北大学大学院歯学研究科　修了
1985年 4月 東北大学　助手 (歯学部 )　採用
1987年 9年～ 1989年 3月
   University of British Columbia・Visiting Researcher（客員研究員）
2000年 2月 東北大学　教授（歯学部）　昇任
2009年 2月～ 2010年 3月
   東北大学病院総括副病院長・附属歯科医療センター長
2010年 4月～東北大学大学院歯学研究科長・歯学部長　現在に至る
2013月 4月～ 2017月 11月
   日本口腔顔面痛学会　理事長
2017年 11月～理事長補佐

嶋田 昌彦
【略歴】
1980年 3月　東京医科歯科大学歯学部歯学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業
1984年 3月　東京医科歯科大学　大学院歯学研究科　修了  歯学博士　取得
　　〃  6月　東京医科歯科大学歯学部　助手（歯科麻酔学講座）
1990年 2月～ 1992年 3月　　
   アメリカ合衆国ジョンズホプキンス大学医学部　麻酔・蘇生学教室　留学
1993年 10月 岡山大学　歯学部附属病院　教授　（歯科麻酔科）
2001年 4月 岡山大学大学院医歯学総合研究科　教授（歯科麻酔学分野）
2004年 4月 岡山大学医学部・歯学部附属病院　副病院長　　　
2006年 4月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　口腔顔面痛制御学分野　教授
2008年 4月～ 2017年 3月
   東京医科歯科大学　歯学部附属病院　病院長

（学会活動）
日本口腔顔面痛学会　理事、指導医、専門医
日本歯科麻酔学会　  理事、専門医、認定医
日本障害者歯科学会　指導医、認定医
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シンポジウム I　9月28日（土）14：50～16：10（80分）
｢口腔顔面痛学会活動のストラテジー」

演者：今村 佳樹
	 日本大学歯学部　口腔診断学講座
	 日本口腔顔面痛学会理事長

【抄録】
日本口腔顔面痛学会は特異な学会で、学会の規模に比して、セミナー等のイベントが極めて多い。2019年は、
学術大会を除いて 6つのセミナーと 1つのシンポジウムを計画しており、これは、当学会が、会員への知識
の還元を最優先していることを意味している。学会員最優先の方針は、2009年に当学会が現在の形になって
から、ずっと維持してきたもので、今後も維持されるものと確信している。このような直接的な会員への啓
発活動に並行して、学会では社会に向けた口腔顔面痛の啓発活動も行ってきた。一つは、学会としての入門
書である口腔顔面痛ガイドブックの発刊である。現在は第 2版が提供されており、いくつかの大学では教科
書として授業に用いられている。さらに、2012年には非歯原性歯痛診療ガイドラインを発表し、当時、歯科
関連学会の中でも先駆的に日本医療評価機構（Minds）のライブラリーに収載された。このガイドラインは、
現在改訂作業が進んでおり、歯科医師のみならず、他の医療関係者、さらには患者さんにも参考にしていた
だけるようになっている。これらの口腔顔面痛に関する知識の啓発は、確実に世の中に浸透してきており、
現在は歯科医師国家試験出題基準に含まれ、実際に多くの口腔顔面痛関連問題が出題されるようになってい
る。学生への教授内容は、その時点での歯科医師が保持すべき知識のスタンダードということができる。さて、
このほかに日本口腔顔面痛学会が現在取り組んでいる大きな課題の一つに、口腔顔面痛診療の国民への還元
がある。平成 30年には、当学会が主導して他学会と共同で提案した精密触覚機能検査が保険収載されるに
至った。本年度は、慢性痛の教育にかかわる国際競争研究資金を学会として獲得した。口腔顔面痛に関する
保険制度が確立され、それぞれの地域、社会で慢性痛の教育がされるようになれば、国民が享受できる口腔
顔面痛治療はより高い水準に達することができるはずである。

【略歴】
1981年	 九州歯科大学卒業
1985年	 九州歯科大学大学院修了（歯科麻酔学）
1985年	 九州歯科大学助手（歯科麻酔学）
1986年	 九州歯科大学講師（歯科麻酔学）
1987年	 関東逓信病院研修生（ペインクリニック科、国内留学）
1994年	 National Institute of Health, National Institute of Dental Research, 
 Division of Neurobiology and Anesthesiology, Visiting Researcher, 福岡県派遣研究員
1998年	 九州歯科大学助教授（歯科麻酔学）
2003年	 日本大学歯学部教授（口腔診断学）
現在に至る

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会理事長・日本疼痛学会理事・日本慢性疼痛学会理事・日本口腔診断学会理事
日本口腔内科学会理事・口腔顔面神経機能学会理事・日本大学歯学会理事・
日本ペインクリニック学会評議員・日本歯科麻酔学会評議員・日本口腔科学会評議員
International Association Study of Pain, Chair of Special Interest Group, Orofacial and Head Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders, Councilor
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【抄録】
　歯やその周囲組織に原因を持たない歯痛を含む口や顔面の慢性的な痛み、すなわち慢性口腔顔面痛は、摂
食・咀嚼などの口腔機能を障害するのみならず、QOLを著しく損なう。とりわけ歯髄処置や抜歯等に起因
する神経障害性疼痛や、咀嚼筋、頭頚部筋群の筋筋膜痛は時として歯痛として知覚され、その結果、不必要
な歯髄処置や抜歯が行われることもある。これらを含め、慢性口腔顔面痛では適切な診断にたどり着かず、
年間 700～ 4300億円もの治療費が費やされていると推計されている。
　口腔顔面痛の診断・治療を専門とする当学会では、さまざまな活動を行っているが口腔顔面痛の認知は、
歯科医師を始めとする医療者、国民には未だ乏しく、正しい知識普及のためのさらなる施策が急務であり、
職種を超えた医療者全般を対象とする慢性口腔顔面痛の生涯教育プログラムの構築が不可欠である。
そこで本学会では、学術委員会（および e-learning検討部会）を中心にプロジェクトチーム（プロジェク

トリーダー：佐々木啓一）を結成し、全国歯学部、医学部、痛みセンター、疼痛研究機関を含む多施設を拠
点とし、慢性口腔顔面痛の生涯教育プログラムの基軸となる、診断学および臨床統計のエビデンスに基づい
た学習管理システム（Learning Management System：以下 LMS）を開発することを検討してきた。学生から
一般臨床医を対象としたウェブ相互配信型の e-learningを基盤とした LMSを開発し、生涯教育システムを構
築し、研修環境と学習機会を自由に設定できることで、卒前、卒後の多様な教育ニーズに対応可能になると
考えている。
当学会の「慢性口腔顔面痛の生涯教育プログラムに資する Evidence based学習管理システムの開発」に関

する取り組みを紹介する。

【略歴】
1997年　鶴見大学歯学部卒業、慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科研修医
1999年　慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科専修医、国立栃木病院機歯科口腔外科医員
2001年　清水市立病院口腔外科医員
2003年　慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科助手
2006年　日野市立病院歯科口腔外科主任医員
2009年　日野市立病院歯科口腔外科医長
2012年　川崎市立井田病院歯科口腔外科医長
　　　　	慶應義塾大学医学部客員講師（歯科・口腔外科学）
2017年～川崎市立井田病院歯科口腔外科部長
　　　　慶應義塾大学医学部非常勤講師（歯科・口腔外科学）

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医、理事、セミナー企画運営委員会担当、学術委員会担当、ガイドライン
作成委員会委員
日本顎関節学会認定顎関節症専門医・指導医、代議員、学術委員会委員、専門医等試験委員会委員
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
日本運動器疼痛学会代議員
日本歯科薬物療法学会未承認薬対策委員会委員
Diplomate of American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会認定医）
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders, Councilor
医学博士（慶應義塾大学）

シンポジウム I　9月28日（土）14：50～16：10（80分）
｢口腔顔面痛のLearning Management Systemの構築」

演者：村岡 　渡
	 川崎市立井田病院　歯科口腔外科
	 学術委員会（e-learning検討部会）担当理事
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シンポジウム I　9月28日（土）14：50～16：10（80分）
｢口腔顔面痛に関するインターネットを用いた
　　　　　　　　　　　　　　　　3万人大規模疫学調査報告」

演者：坂本 英治
	 九州大学大学院　歯学研究院口腔顎顔面病態学講座　歯科麻酔学分野
	 学術委員会臨床研究検討部会担当委員長

【抄録】
(はじめに )	2011年より痛み関連事業が立ち上げられ現在も調査・研究が進んでいる。そこで神経障害性疼
痛、筋骨格系の痛み (線維筋痛症 )とならび克服すべき痛みとして、`歯科口腔外科などでみられる原因不
明の痛み `=口腔顔面痛 (OFP)があげられている。一方で OFPは未だその実態さえもわかっていない。診療
のための環境整備、ガイドライン策定、医療損失の試算などには OFPの有症率調査は不可欠なものである。
本学会では学術委員会の下部組織に臨床研究検討部会を設け、学会主導で我が国の OFPの実態調査に取り
組んできた。本シンポジウムではその調査の概略及び結果を報告する。
(目的 )我が国の一般市民を対象に OFPの実態を調査する。
(方法 )調査会社に依頼し参加者が男女各 18,000名、合計 36,000名になるまでメールでアンケート依頼を送
付した。
(結果 )調査に参加した一般市民 36,000名の全身のいずれかに痛みありと答えた中で、カットオフ値を 3か
月以上持続する NRS 4以上の痛みとした場合 9382名 (26.1%)、6か月以上持続する NRS 5以上の痛みとした
場合 6668名 (18.5%)であった。口腔顔面領域では、3か月以上持続する NRS 4以上の痛みが 1855名 (5.15%)
で、6か月以上持続する NRS 5以上の痛みが 998名 (2.77%)であった。
(考察とまとめ )本調査の全身の痛みの有症率はこれまでの報告とほぼ一致し、調査方法は妥当であったと
考えられる。我が国 OFPの有症率は少なくとも 2.77%で、350万人以上は慢性の OFPを有していると推計
される。この調査参加者からは無作為に 600名を抽出し、OFPと多部位の痛みの関連や生活の質の低下の検
討、心理社会的因子の比較、経済損失の比較についても検討を進めている。本委員会の活動を報告するとと
もに、今後の課題、方向性についてのご意見も頂けると幸甚である。

【略歴】
1995年 3月　九州歯科大学歯学部歯学科卒業
1997年 7月　九州歯科大学助手 (歯科麻酔学 )
2007年 4月　防衛大学校助教 (麻酔学 )
2011年 4月　九州大学大学院　歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　歯科麻酔学分野講師
現職

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会
学術委員会 臨床研究検討部会 (委員長 )、非歯原性歯痛の診断治療ガイドライン委員会、編集委員会、
倫理委員会、渉外委員会
日本歯科麻酔学会
評議員、歯科治療による三叉神経損傷の診断とその治療方針に関するガイドライン策定作業部会、
編集委員会査読委員
日本運動器疼痛学会
暫定評議委員

専門医資格
日本口腔顔面痛学会　指導医，専門医
日本頭痛学会　専門医
日本歯科麻酔学会　専門医，認定医
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シンポジウム I　9月28日（土）14：50～16：10（80分）
｢口腔顔面痛領域の保険診療の展望」

演者：野間 　昇
	 日本大学歯学部　口腔診断学講座　
	 医療保険委員会委員長

【抄録】
　口腔顔面痛を正しく診断し、適切な医療を提供することは非常に重要である。口腔顔面痛領域の治療には、
薬物療法、認知行動療法（	CBT	）、運動療法などがあるが、現状の歯科医療保険制度ではカバーされてい
ない保険医療があり、患者にとって理想の医療とは考え難い。平成	30	年度の保険改定に当たって、日本口
腔外科学会、日本口腔診断学会、日本歯科麻酔学会、日本歯科薬物療法学会、口腔顔面神経機能学会の合同
学会の協力のもと「精密触覚機能検査」が新規保険収載された。
　薬物療法に関しては、今後、口腔顔面痛の薬物療法に関する指導を行うこと	を歯科特定疾患療養管理と
して提案し、また他学会との共同申請で	SNRI	や抗てんかん薬などの薬剤適応拡大を提案したい。一方、中
期的な展望として、	CBT	は近年、慢性痛の治療法として医科領域で使われるようになっており、精神的・
心理社会的要因である口腔顔面痛疾患においても	CBT	が有効であると考えられている。今後、どのような
ステップを経て、保険診療に	CBT	を導入するか戦略を立てていきたい。
　上記提案項目の保険導入により、広く国民の口腔健康保持に寄与することができると確信する。

【略歴】
1999年　日本大学歯学部卒業
1999 年　日本大 学歯学部（口腔外科第１講座）入局
2002年　日本大学歯学部助手（口腔外科第１講座）
2003 年　日本大学歯学部専修医（口腔外科第１講座）
2008 年　日本大学助教（口腔診断学講座）
2009 年－ 20011 年
	 	 ニュージャージー医科歯科大学歯学部（長期海外派遣研究員）
2013 年	　日本大学准教授

【所属学会等】
Diplomate,The American Board of Orofacial Pain
Fellow, The American Academy of Oral Medicine
Certificate of Headache Master
by the International Headache Society
日本口腔診断学会指導医，認定医，日本口腔顔面痛学会指導医，専門医，からだ・運動器のいたみ
専門医療者 日本口腔診断学会 代議員 ))，日本口腔顔面痛学会 評議員 ))，日本口腔内科学会 代議員
International subcommittee of American Academy of Oral Medicine as a representative of Japan

受賞歴：Journal of Endodontics Publication Award（2018）
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【抄録】
　一般社団法人日本口腔顔面痛学会のガイドライン作成委員会では口腔顔面痛に対する治療法に関する論文
を集約し、患者、歯科医師ならびに医療従事者にとって有益な診療ガイドライン作成を目指し、国民の健康
維持・増進に寄与することを目的としている。日常臨床で歯や歯周組織に原因がないにも関わらず、歯に痛
みを 感じる患者が多数存在することから非歯原性歯痛に着目し、診療ガイドラインを 2012年 に初めて発行
した。この診療ガイドラインでは、それまで充分に理解されていなかった口腔顔面痛領域の痛みや関連する
疾患に関して、メカニズムから診査診断方法、そして治療方法を提示し、非歯原性歯痛を広く認知させるこ
とに貢献した。
　ガイドライン作成委員会では、改訂版を作成するに際し、前回の構成に沿って、前回以降に報告された
論文を加え EBM (Evidenced-based Medicine)の考えに則り、再度検索・抽出した。今回の改定では、まず、
GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation)システムを用いてエビデンスの
質と推奨を決定することを目指した。そのため、委員会委員を増員し、活発な意見交換を行い、内容の濃い
診療ガイドラインを作成した。次に、検索式で抽出した参考文献については本文中に詳しく解説を加え豊富
な内容にし、検索式で抽出できなかったが有益な論文に関しても解説を補助する目的として追加記載をした。
それにより、さらに内容の充実した診療ガイドラインが発表できた。今回の診療ガイドラインを多くの歯科
医師や医療従事者に手に取っていただき、有効に活用して頂きたい。今後は本ガイドラインの内容を充分に
吟味し、システマティックレビューやネットワークメタアナリシスの導入を検討することで、一層充実した
「EBMに基づく診療ガイドライン」の作成を目指す。
　本診療ガイドライン作成に際して、松香芳三理事・大倉一夫委員長をはじめ作成委員会の先生方に多大な
るご尽力をいただき、心より感謝いたします。

【略歴】
1996年	 3月 徳島大学歯学部卒業
2000年	 3月 徳島大学大学院歯学研究科博士課程修了
2000年	 4月 徳島大学歯学部附属病院　医員（第 2補綴科）
2002年 10月	 徳島大学歯学部附属病院　助手（総合歯科診療部）
2007年	 4月 カナダ・モントリオール大学歯学部　博士研究員（Lavigne教授を師事）
2010年	 4月 徳島大学病院　助教（総合歯科診療部）
2014年 12月 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発達予防医歯学部門健康長寿歯科学講座総合	
	 	 診療歯科学分野　講師
2015年　4月 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔科学部門臨床歯学系総合診療歯科学分野　講師　（現在に
至る）

【所属学会等】
日本補綴歯科学会（専門医・指導医）・日本口腔インプラント学会（専修医・専門医）
日本総合歯科学（認定医・指導医）・日本顎関節学会・日本口腔顎顔面痛学会・日本顎口腔機能学会
日本歯科医学教育学会・日本睡眠学会・日本臨床睡眠学会
International Association for Dental Research
World Sleep Society

シンポジウム I　9月28日（土）14：50～16：10（80分）
｢非歯原性歯痛診療ガイドライン改訂について」

演者：安陪 　晋
	 徳島大学大学院　医歯薬学研究部口腔科学部門　臨床歯学系総合歯科学分野
	 ガイドライン作成委員会幹事
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シンポジウム II　9月29日（日）13：10～14：40（90分）
｢感覚検査の重要性」

座長：佐久間泰司
	 大阪歯科大学附属病院　ペインクリニック科

大久保昌和
	 日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座　口・顔・頭の痛み外来

【ねらい】
　2018年に精密触覚機能検査が保険収載され、1年が経過しました。本シンポジウムでは、改めて感覚障害
についての基礎的・生理学的な知識をお話しいただきます。そして、臨床におけるインプラント手術による
術後感覚障害の臨床統計や症例を通しての具体的対応法などを提示していただき、今後、さらに重要性を増
す感覚検査についてディスカッションします。
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佐久間泰司
【略歴】
大阪歯科大学附属病院ペインクリニック科
1982年　大阪歯科大学卒業・京都市立病院麻酔科研修医
1984年　大阪医科大学付属病院ペインクリニック科臨床実習医
1986年　大阪歯科大学大学院修了（歯学博士）・大阪赤十字病院麻酔科研修医
1987年　大阪歯科大学助手、講師、助教授、准教授を経て 2019年教授
1992年　大阪工業大学夜間卒業・高度情報処理技術者試験合格（経産省）、１陸技
1997年　米国ハーネマン大学医学部神経科にて神経障害性疼痛研究
2003年　松本歯科大学非常勤教授
2006年　摂南大学法学部法律学科非常勤講師
2012年　龍谷大学博士後期課程（憲法学）単位取得
2016年　日本大学修士課程（医療倫理・哲学）修了
現在

【所属学会等】
大阪歯科大学歯学部医療安全管理学教授
日本口腔顔面痛学会常務理事・指導医
日本疼痛学会評議員
日本ペインクリニック学会評議員
日本ペインクリニック学会関西支部評議員
日本医療安全学会評議員
日本歯科麻酔学会評議員・専門医
日本蘇生学会指導医
米国心臓協会 ACLSインストラクタ

大久保昌和
【略歴】
1992年　日本大学　松戸歯学部卒業
1996年　日本大学大学院　松戸歯学研究科修了
1998年　日本大学　助手
2001年　日本大学　講師（専任扱）
2002～ 2003年
	 UCLA Orofacial Pain Clinic（日本大学海外派遣研究員） 
2007年　日本大学　専任講師
2007～ 2008年
	 USC School of Dentistry, Diagnostic Sciences（日本大学海外派遣研究員）

【所属学会等】
日本補綴歯科学会専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow of American Academy of Orofacial Pain
Council member, Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders
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シンポジウム II　9月29日（日）13：10～14：40（90分）
｢精密触覚機能検査の現状と展望」

演者：大久保昌和
	 日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座　口・顔・頭の痛み外来

【抄録】
平成 30年 4月より精密触覚機能検査が保険収載された。これに合わせて日本口腔顔面痛学会、日本口腔外
科学会、日本歯科麻酔学会、日本歯科薬物療法学会、日本口腔診断学会、口腔顔面神経機能学会のアライア
ンスによる精密触覚機能検査研修協議会が発足し、口腔顔面領域の精密触覚機能検査についての深い知識と
技能を有する歯科医師の養成を図り、もって歯科医療の発展と向上ならびに国民の福祉に貢献することを目
的に精密触覚機能検査研修会を開催している。本講演では、日本口腔顔面痛学会がこれまで取り組んできた
精密触覚機能検査の現状と今後の展望についてお話させていただく予定です。

【略歴】
1992年　日本大学　松戸歯学部卒業
1996年　日本大学大学院　松戸歯学研究科修了
1998年　日本大学　助手
2001年　日本大学　講師（専任扱）
2002～ 2003年
	 UCLA Orofacial Pain Clinic（日本大学海外派遣研究員） 
2007年　日本大学　専任講師
2007～ 2008年
	 USC School of Dentistry, Diagnostic Sciences（日本大学海外派遣研究員）

【所属学会等】
日本補綴歯科学会専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow of American Academy of Orofacial Pain
Council member, Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders
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シンポジウム II　9月29日（日）13：10～14：40（90分）
｢基礎からみた感覚障害」

演者：小山 なつ
	 滋賀医科大学　生理学講座

【抄録】　
　触覚や痛覚を含む体性感覚は主観であり、感じ方は個体によって異なり、同一個体に同程度の刺激が加わ
っても、時として表現が異なる場合がある。従って被検者の訴えは、身体に加わった刺激の強さや障害の程
度を反映するとは限らない。感覚は脳の反応であり、われわれが通常体験する痛みの多くは、末梢の感覚受
容器に加わった適刺激に反応して活動電位が発生することがスタートとなるが、感覚伝導路の途中で発生し
た活動電位が脳に到達して生じる痛みも存在する。動物を対象とした基礎研究では、摘出標本を使う研究、
麻酔下の動物を対象とする研究、無麻酔での行動学的研究がある。麻酔下の研究では、電気生理学的研究や
組織化学的な研究において、触刺激や侵害刺激、あるいは中枢の伝導路の刺激に対する反応を評価する。無
麻酔の動物を対象とした実験においては、触覚だけではなく、痛みに対して性格に評価することは困難であ
る。痛みと侵害受容は似て非なるものであるが、「侵害受容」を指標として痛みは評価される。脊髄反射の
一種である逃避反射は、痛みの対象源から逃れるは脊髄反射であるが、脊髄動物：脊髄を切断して痛みを感
じることがない動物にもみられる反応である。
　臨床の現場では、病態の原因を追及するための診断として感覚検査が行われるが、基礎研究においては、
逆に痛みが結果的に生じる原因を作って、その病態を調べる。さまざまな起炎物質を投与する炎症性疼痛の
モデル、神経に障害を加える神経障害性疼痛モデル or ニューロパチーモデル、皮膚を切開する術後痛モデ
ルなどもある。多くは痛覚過敏やアロディニアの研究であり、自発痛の評価は難しい。触覚に関する評価と
して、電気生理学的研究では低閾値機械受容ニューロンの反応や伝導速度の解析があるが、行動学的研究で
は評価は難しい。

【略歴】
1980年 4月　滋賀医科大学医学部生理学第一講座に助手として勤務
 故橫田敏勝先生の指導の下　痛みの基礎研究を始める
2000年 3月　滋賀医科大学医学部助教授（→准教授）に昇任
 現在に至る

【所属学会等】
日本生理学会
日本神経科学学会
日本神経化学学会
日本疼痛学会
口腔顔面痛学会
日本運動器疼痛学会
ペインクリニック学会
IASP
SFN
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シンポジウム II　9月29日（日）13：10～14：40（90分）
｢インプラント手術による術後感覚障害」

演者：河奈 裕正
	 神奈川歯科大学　顎・口腔インプラント科

【抄録】
　公社日本顎顔面インプラント学会の 2009年から 2014年までの計 6年間に及ぶ「インプラント手術関連の
重篤な医療トラブル」のアンケート調査によると、トラブルのうち、神経損傷がその約半数を占めているこ
とが報告されている。損傷の報告があった神経は、下歯槽神経、オトガイ神経，舌神経であり、下歯槽神経、
オトガイ神経がそれらの大多数を占めていた。神経損傷の転帰については、治癒、不変、軽快、不明があり、
悪化は無く、また、疼痛に関する表記は無かった。転帰のうち、治癒は極めて少なく、下歯槽神経で 10%、
オトガイ神経で 20％に留まっており、インプラント手術で損傷を受けた神経の回復が極めて困難であること
が示唆されている。とくに、下歯槽神経は、下顎骨内という可視できない環境下でドリリングによる損傷を
受けることが多く、術中での神経損傷程度の把握ができないままに手術が終了し、術後の臨床症状と画像診
断とにより、はじめて神経損傷を診断せざるをえないのが現状であった。
　シンポジウムでは、これらの現状の詳細、病態との関連性、術後対応、将来的に損傷を防いでいくために
はどのような策を講じていくべきかについて解説していきたい。

【略歴】
神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科教授
神奈川歯科大学口腔外科兼任教授
慶應義塾大学医学部客員教授
慶應義塾大学ハプティクス研究センター上席研究員
医学博士
	
1988 年　東北大学歯学部卒業
1990 年　国家公務員共済立川病院歯科口腔外科医員
1991 年　清水市立病院口腔外科医員
1995 年　ヨハネスグーテンベルク大学口腔顎顔面外科客員研究員
2006 年　慶應義塾大学医学部専任講師
2012 年　同准教授　
2018 年　神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科教授

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会会員
日本口腔外科学会専門医・指導医
日本顎顔面インプラント学会専門医・指導医・理事、日本顎関節学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構暫定教育医・認定医（歯科口腔外科）
日本顎顔面再建先進デジタルテクノロジー学会理事
日本コンピュータ外科学会評議員
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シンポジウム II　9月29日（日）13：10～14：40（90分）
｢口腔顔面痛臨床における感覚検査の意義～症例での検討～」

演者：椎葉 俊司
	 九州歯科大学　歯科侵襲制御学分野
	 九州歯科大学附属病院　ペインクリニック科

【抄録】
三叉神経領域の感覚検査には電流刺激閾値検査、温冷刺激閾値検査、Semmes - Weinstein Monofilamentsを用
いた精密触覚検査などがある。当科では感覚検査の多くは抜歯、口腔インプラント、歯内療法、局所麻酔な
どの歯科治療による三叉神経障害が起こった場合の感覚低下の重症度把握のために行われる。一方、口腔顔
面領域の痛みの中には感覚低下、アロディニア、痛覚過敏、ディセステジアなどの感覚異常を伴うものが少
なからずある。患者の主訴が痛みに傾いている状況では、感覚異常は訴えらなかったり、患者自身も気付い
ていないこともある。三叉神経痛は特徴的な痛みの性状、誘発因子、カルバマゼピンによる診断的治療によ
り診断は比較的容易であるが、症例によっては疼痛感受部位に感覚低下、ディセステジアを認めることがあ
る。このような症例では三叉神経根の圧迫原因が聴神経腫瘍、髄膜腫など症候性三叉神経痛を疑う必要があ
る。三叉神経帯状疱疹では歯痛や顔面痛が起こる。疱疹が認められれば診断は容易であるが、無疱疹性では
診断が困難となる。この場合、痛みと同時に皮膚や歯肉に感覚低下、痛覚過敏、アロディニアを伴うため、
感覚検査は診断の一助となる。抜髄後の遷延する痛みの原因として神経障害性疼痛も考えられる。確固たる
診断法は存在しないが、該当歯周囲の歯肉に感覚低下、アロディニアが認められることがある。上記の様な
症例では疼痛感受部位の感覚検査は鑑別診断を行うために非常に需要である。ここでは感覚検査が診断に大
きく役に立った症例を交え、若干の知見を交えて述べる。

【略歴】
平成 1年 九州歯科大学卒業
平成	 5年 同大学院　修了
平成	 5年 医療法人伊東会伊東歯科医院勤務
平成	 8年 九州歯科大学歯科侵襲制御学分野助手
平成 10年　ハーネマン大学神経学教室に留学
平成 16年　九州歯科大学歯科侵襲制御学分野講師
平成 23年　九州歯科大学歯科侵襲制御学分野准教授

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会指導医
からだ・運動器の痛み専門者
日本歯科麻酔学会専門医
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基礎シンポジウム　9月29日（日）13：10～14：40（90分）

｢知っておきたい痛みのメカニズム」

座長：小野堅太郎
九州歯科大学　健康増進学講座生理学分野

【ねらい】
　臨床において、説明のつかない口腔顔面痛を訴える患者に遭遇することは少なくありません。本シンポ
ジウムでは、日本において口腔顔面痛の基礎研究をリードしている先生方に、末梢から中枢神経系におけ
る「知っておきたい口腔顔面痛発症メカニズム」を最新の知見を交えてわかりやすく解説していただきます。
そして、EBMに基づいた口腔顔面痛の鑑別や治療法選択について、臨床医と基礎研究者の間でディスカッ
ションします。

【略歴】
平成 11年 3月　九州歯科大学　卒業
平成 12年 4月　九州歯科大学　大学院入学
平成 12年 6月　九州歯科大学　生理学講座　助手
平成 19年 4月　公立大学法人九州歯科大学　生理学分野　助教
平成 23年 4月　公立大学法人九州歯科大学　生理学分野　准教授
平成 24年 9月　ニューヨーク大学　ブルーストーン研究所

アソシエイトリサーチサイエンティスト
平成 26年 4月　公立大学法人九州歯科大学　生理学分野　准教授
平成 28年 1月　公立大学法人九州歯科大学　生理学分野　教授

【所属学会等】
口腔顔面疼痛学会
歯科基礎医学会
日本生理学会
日本神経科学会
北米神経科学会
国際疼痛学会
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基礎シンポジウム　9月29日（日）13：10～14：40（90分）

｢口内炎の痛みとその末梢神経機構」

演者：人見 涼露
	 九州歯科大学　健康増進学講座生理学分野

【抄録】
　口内炎は多くの人が経験する激痛を伴う口腔内疾患である。特に頭頸部がん患者におけるがん治療の副作
用として発症する口内炎は、患者の QOLを大きく低下させてしまうことからも臨床の場において解決すべ
き重要な問題となっている。咬傷や火傷、不適合義歯などにより潰瘍が形成されると、口腔粘膜バリアが失
われてしまうために組織内への口腔内細菌の侵入が起こる。粘膜上皮の破壊自体による痛みに加えて、この
細菌侵入により炎症が引き起こされることから口内炎疼痛は増悪し、治癒が遅れると考えられる。これらの
痛みは会話や食事時に誘発されて患者に苦痛を強いるだけでなく、口腔清掃も困難になることからより感染
を助長して、栄養不良に陥るなど負のスパイラルに陥ってしまう。このような口腔粘膜防御機構の破壊によ
る疼痛発生機序については、動物実験において口腔内疼痛の評価が困難であったこともありほとんど研究が
なされてこなかった。そこで、我々は覚醒下においてラット口腔粘膜を直接刺激するための口腔内刺激法（口
腔内滴下法、安定開口法）を開発し、口腔内疼痛の行動学的評価を可能にした。そして、口腔粘膜バリアの
破壊を伴う種々の口内炎モデルに発症する接触痛や自発痛の疼痛発症機序について明らかにしてきた。本シ
ンポジウムでは、これらの新規口腔内疼痛評価法を用いて得られた口内炎疼痛の末梢神経機構に関する知見
を紹介させていただく。

【略歴】
2004年	 日本大学歯学部歯学科 卒業
2008年	 University of New England, Postdoctoral Research Associate
2009年	 日本大学大学院 修了
	 同年	 日本大学歯学部　生理学教室　博士研究員
	 	 日本大学歯学部　摂食機能療法学講座　研究員
2011年	 九州歯科大学　生理学分野　助教
2018年	 九州歯科大学　生理学分野　講師
	 	 現在に至る

【所属学会等】
歯科基礎医学会　会員
日本生理学会　評議員
日本口腔顔面痛学会　会員
日本摂食嚥下リハビリテーション学会　会員
Society for Neuroscience 会員
International Association for the Study of Pain　会員
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基礎シンポジウム　9月29日（日）13：10～14：40（90分）

｢末梢神経損傷後の痛覚異常と脊髄後角における変化」

演者：寺山 隆司
	 広島大学大学院　医系科学研究科歯学講座　顎顔面解剖学研究室

【抄録】
　末梢神経の損傷によって、損傷を受けた神経の中枢投射部位である脊髄後角で種々の変化が起こり、その
変化が神経損傷後の痛覚異常、すなわち神経障害性疼痛の発症に関与していることが知られている。われわ
れの研究室では神経損傷後に起こる侵害受容 2次ニューロンの興奮性の変化が痛覚過敏やアロディニアなど
の症状に関与していること、さらにその機構を解明するために様々な研究を行ってきた。本講演では神経損
傷後に起こる脊髄後角での変化に関するこれまでの研究内容を紹介する。末梢神経損傷後の脊髄後角でミク
ログリアやアストロサイトの活性化やMAPキナーゼのリン酸化が起こり、これらは神経損傷後の異なる時
間経過で起こっていることが明らかとなり、各変化が痛覚異常の発症や持続に関与するものと考えられた。
また、神経損傷によって脊髄後角 2次ニューロンに損傷を受けていない周囲の神経からの収斂投射が起こる
こと、その変化にミクログリアの活性化が関与することが明らかとなり、神経障害性疼痛の発症機序に収斂
投射やニューロンとグリア細胞の相互作用が関与していることが示された。c-Fosタンパクの発現や ERKの
リン酸化は、ともに脊髄後角 2次ニューロンにおける侵害情報伝達の指標として用いられてきているが、最
近の研究で神経損傷後の侵害情報伝達では異なる動態を示すことが明らかとなった。すなわち、神経損傷後
の痛覚異常に関連する侵害情報伝達に関連して c-Fosタンパクの発現は認められるが、ERKのリン酸化は認
められなかった。このことは神経障害性疼痛における異常な侵害情報伝達を通常の侵害情報伝達から区別で
きる可能性を示している。

【略歴】
1993年 3月　九州歯科大学歯学部歯学科卒業
1993年 4月　宮崎医科大学医学部付属病院　研修医（歯科口腔外科）
1994年 4月　宮崎医科大学大学院医学研究科博士課程入学
1998年 3月　同上修了
1998年 4月　宮崎医科大学医学部付属病院　医員（歯科口腔外科）　
1998年 9月　米国メリーランド州立大学　ポストドクトラルフェロー
2001年 7月　旭川医科大学解剖学第一講座　助手
2005年 4月　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔機能解剖学分野　助手（助教）
2009年 9月　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔機能解剖学分野　准教授
2018年 3月　広島大学大学院医歯薬学総合研究科顎顔面解剖学研究室　教授

【所属学会等】
歯科基礎医学会代議員
日本解剖学会代議員
日本神経科学学会会員
北米神経科学会会員
広島歯学会評議員
岡山歯学会評議員
九州歯科学会評議員
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基礎シンポジウム　9月29日（日）13：10～14：40（90分）

｢ミクログリアのchannelopathyがもたらす痛みの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慢性化機構の解明」

演者：林 　良憲
	 日本大学歯学部　生理学講座

【抄録】
　神経障害性疼痛は触刺激を痛みとして認識するアロディニアを特徴とする。器質的な障害が改善した後も
長期的に痛みが生じることから適切な治療が必要であるが，既存の鎮痛薬が奏効しないという問題点がある。
近年の研究から，脊髄に存在するグリア細胞の一種であるミクログリアが神経障害性疼痛に重要な役割を果
たしていることが分かってきているが，ミクログリアに発現するどのような分子が神経障害性疼痛に関与し
ているかは十分には明らかでない。本発表ではミクログリアに発現するイオンチャネルに着目することで
新たな分子標的を見出すことに成功した。神経障害性疼痛を生じた際に脊髄のミクログリアにおいて K+チ
ャネルの一種である Ca2+活性型 K+（BK）チャネルが活性化すること，そしてこの阻害剤が神経障害性疼痛
を抑制することを見出した。また，BKチャネルの機能を抑制する薬剤としてケタミンがあることが分かっ
た。ケタミンは古典的な経路として NMDA受容体の抑制作用が知られているが，BKチャネルの阻害強度は
NMDA受容体のそれと同等であった。BKチャネルには 4種のサブユニット (β1-β4)があるのだが，ミクロ
グリアに特異的なサブタイプが β3であることが単一細胞での解析により明らかとなった。そこで，マウス
の脊髄の BKチャネル β3サブユニットを in vivoでノックダウンしたところ，神経障害性疼痛が有意に改善
され，ミクログリア由来の疼痛関連分子の発現上昇も有意に抑制された。以上の結果より，ミクログリアの
イオンチャネルである BK チャネルの機能破綻が神経障害性疼痛の原因の一つとして考えられ，これを標的
とした創薬により効果的な治療を行うことができると期待できる。

【略歴】
H12-H16　九州大学薬学部総合薬学科
H16-H18　九州大学大学院薬学府修士課程
H18-H22　九州大学大学院歯学府博士課程

【職歴】
H19-H22　日本学術振興会特別研究員 (DC1)
H22-H28　九州大学大学院歯学研究院口腔機能分子科学　助教
H28-H31　九州大学大学院歯学研究院口腔機能分子科学　講師
H31- 現在 日本大学歯学部生理学　助教

【所属学会等】
日本薬理学会
Society for Neuroscience
日本神経化学会
基礎歯科医学会
日本疼痛学会
日本口腔顔面痛学会
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合同シンポジウム　9月29日（日）14：50～16：30（90分）

｢日本口腔顔面痛学会・日本顎関節学会合同シンポジウム：
　　　　　　　顎関節症と口腔顔面痛疾患の共通性」

座長：松香 芳三
	 徳島大学大学院　医歯薬学研究部　顎機能咬合再建学分野
 小見山 道

	 日本大学松戸歯学部　口腔健康科学講座　顎口腔機能治療学分野

【ねらい】
　口腔顔面痛疾患では、顎関節症やその類似症状を呈する疾患が多く含まれています。本シンポジウムでは、
改めて疾患頻度の高い顎関節症の視点から、咀嚼筋の筋症状や頭痛、その他の顎関節症症状を呈する疾患と
口腔顔面痛疾患との共通性を考え、診断や治療に生かすべくディスカッションを行います。
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松香 芳三
【略歴】
1988年　岡山大学歯学部卒業
1992年　岡山大学大学院歯学研究科終了、博士（歯学）
	 岡山大学歯学部歯科補綴学第１講座　助手
1996-1998年
 UCLA歯学部口腔顔面痛科　レジデント
1997年　岡山大学歯学部附属病院第 1補綴科　講師
1999年　UCLA歯学部口腔生物医学分野　研究員
2002年　UCLA歯学部口腔生物医学分野　助教授
2005年　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔機能制御学分野　准教授
2012年　徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学分野　教授
　　　　（現在に至る）

【所属学会等】
日本顎関節学会専門医・指導医・理事
日本補綴歯科学会専門医・指導医・代議員
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医・理事
日本口腔リハビリテーション学会認定医・指導医・理事

小見山 道
【略歴】
1989年 日本大学松戸歯学部卒業
1990年 日本大学松戸歯学部　総義歯補綴学講座　
1998年 日本大学　博士（歯学）
2003年 日本大学松戸歯学部講師
2003年～ 2005年
	 ベルギー王国ルーベンカトリック大学歯学部　客員教授
2011年～ 日本大学松戸歯学部准教授
2016年～日本大学松戸歯学部教授　顎口腔機能治療学分野　
 日本大学松戸歯学部付属病院　口・顔・頭の痛み外来　責任者

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会 専門医・指導医・常任理事
日本顎関節学会 専門医・指導医・評議員
日本補綴歯科学会 専門医・指導医・代議員
日本疼痛学会　評議員
日本顎口腔機能学会　評議員
日本歯科心身医学会　評議員
International Association of Dental Research (Past President of Neuroscience Group) 
International Association for the Study of Pain
Asian Academy of Orofacial pain and TMD (Council member)
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合同シンポジウム　9月29日（日）14：50～16：30（90分）

｢口腔顔面痛に診られる筋症状」

演者：西須 大徳
	 愛知医科大学痛みセンター

【抄録】
　口腔顔面痛には様々な病態が存在し、顎関節症（Temporomandibular disorder：TMD）もその一つに含まれ
る。TMD診断には、世界中で Diagnostic Criteria for TMD（DC/TMD）が用いられており、筋症状については
頭痛や関連痛についても評価することが求められている。口腔顔面痛の代表疾患として非歯原性歯痛があり、
もっとも頻度の高い病態は筋・筋膜性歯痛であることが知られている。すなわち筋触診は、口腔顔面痛を診
断する上で非常に重要なスキルであり、DC/TMDに準拠した診査をスクリーニングツールの一つとして口腔
顔面痛にも応用することは、系統的に診断を行う上で有用であると考えている。一方で、慢性疼痛患者は筋
緊張や痛みの感作の結果、二次性に TMD を併発していることも少なくない。しかしながら多くの患者は、
TMD症状を自覚していなかったり、TMDを重要視していなかったりするため、結果として症状を複雑化さ
せる要因の一つになっている可能性がある。
　演者はこれまで、様々な病態の口腔顔面痛患者に対し DC/TMDに準じた筋触診を行なってきた。そのな
かで、TMDや筋・筋膜性歯痛患者は当然のごとく筋症状がみられるが、病態には咀嚼筋の関与がないと考
えられる疾患においても、筋触診における非常に興味深い結果を得た。当日は、それらのデータを供覧する
とともに、口腔顔面痛で診られる筋症状を把握することの意義について考察したい。

【略歴】
2009年 3月	 東京歯科大学　歯学部卒業 
 4月	 慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室入局
2015年 3月	 慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室  大学院修了
2015年 4月	 慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室　助教（教育）
2015年 9月	 Aarhus University  Section of Orofacial Pain and Jaw Function  客員研究員
2016年 9月	 Aarhus University  Section of Orofacial Pain and Jaw Function  客員研究員修了
2017年 4月	 愛知医科大学　痛みセンター　助教
	 	 現在に至る

【所属学会等】
一般社団法人 日本口腔顔面痛学会
一般社団法人 日本顎関節学会
公益社団法人 日本口腔外科学会
一般社団法人 日本疼痛学会
一般社団法人 日本運動器疼痛学会
一般社団法人 日本臨床神経生理学会
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合同シンポジウム　9月29日（日）14：50～16：30（90分）

｢顎関節症による頭痛」
　
演者：井川 雅子
	 静岡市立清水病院　口腔外科口腔顔面痛外来

【抄録】
　顎関節症は一般人口中で最も多い口腔顔面痛であり、緊張型頭痛（tension-type headache:TTH）はもっとも
有病率の高い一次性頭痛である。両者の病態生理には、末梢神経系・中枢神経系・心理社会的要因など共通
する部分が多く、口腔顔面痛専門医にはこの両者の知識は必須であるとされてきた。
　一方、2014年に発表された Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) では、顎関節
症に関連する痛みの病態として①咀嚼筋痛、②顎関節痛、③顎関節症による頭痛の３つの診断基準が示さ
れた。③と圧痛を伴う TTHはほぼ同義である。これにより顎関節症専門医と口腔顔面痛専門医の垣根は
消失し、頭部・顔面部の痛みを包括的に理解するためには、国際頭痛学会の third edition of the International 
Classification of Headache Disorders (ICHD-3)に代表される頭痛の知識が必要であることが共通の認識となっ
た。
　講演では、「顎関節症による頭痛（DC/TMD, ICHD-3）」の解説と病態生理、「顎関節症」と「頭痛」が併存
する場合の鑑別と治療法、その他の鑑別疾患について解説する。

【略歴】
1984年 東京歯科大学卒業
1984年～ 1990年　慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室助手
1990年～現在	 静岡市立清水病院口腔外科非常勤歯科医師
2011年～現在 日本歯科大学臨床教授
2012年～現在 神奈川歯科大学，非常勤講師
2014年～現在	 井川歯科医院院長

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会、専門医・指導医
American Academy of Orofacial Pain、認定医
日本顎関節学会、専門医
日本頭痛学会、専門医
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合同シンポジウム　9月29日（日）14：50～16：30（90分）

｢顎関節症類似症状を呈する外科的疾患」

演者：川上 哲司
	 奈良県立医科大学　口腔外科学講座

【抄録】
　顎関節あるいは咀嚼筋障害を生じる疾患には、顎関節症だけではなく症状が類似する外科的疾患もあり、
中には緊急性を要する疾患も含まれている。外傷（顎関節脱臼、骨折）、炎症（感染性顎関節炎）、腫瘍およ
び腫瘍類似疾患、顎関節強直症、特発性下顎頭吸収、咀嚼筋の疾患（咀嚼筋腱・腱膜過形成症等）、または
全身疾患に起因する自己免疫疾患（関節リウマチなど）、代謝性疾患（痛風など）がある。
今回、顎関節症類似症状を呈する外科的疾患について解説します。

【略歴】
1984年 3月　神奈川歯科大学歯学部卒業
1984年 4月　奈良県立医科大学附属病院臨床研修医
1986年 4月　奈良県立医科大学附属病院医員
1993年 5月　奈良県立医科大学助手（口腔外科学講座）
1996年 1月　アメリカ合州国カリフォルニア大学ロサンゼルス校（文部科学省在外研究員）
1998年 4月　奈良県立医科大学講師（口腔外科学講座）
2016年 4月　奈良県立医科大学非常勤講師（口腔外科学講座）

【所属学会等】
日本顎関節学会（理事、指導医・専門医）
日本口腔外科学会（代議員、指導医・専門医）
日本口腔顔面痛学会（評議員、指導医・専門医）
日本睡眠歯科学会（評議員、指導医・専門医）
日本小児口腔外科学会（代議員、指導医・認定医）
日本歯科麻酔学会（認定医）
日本口腔科学会（指導医・認定医）



72 73



74

教育セミナー I　9月28日（土）12：10～13：30（80分）
｢口腔顔面痛臨床診断推論　この症例、あなたはどの様に診断するか」

座　長：和嶋 浩一
	 慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室
診断医：佐藤多美代
	 昭和大学歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座　顎関節症治療学部門
　　　　池田 浩子
	 日野市立病院　歯科口腔外科
　　　　西須 大徳
	 愛知医科大学　痛みセンター

【ねらい】
　実際の口腔顔面痛症例を提示して会場の皆さんと臨床診断推論を進め、仮説演繹法の実際を体験して頂き
ます。最初に、診断医と皆さんに、事前に提示された症例サマリーから仮説演繹法に従い、鑑別診断を挙げ
てもらいます。次に、３名の診断医には段階毎に追加情報が与えられ、それを受けて鑑別診断を再考するこ
とが求められます。会場の皆さんには、診断医が追加情報を得て、どの様な思考過程を経て鑑別診断を再考
するか、自分の思考過程と対比しながら聞いていただき、今後の臨床診断推論に活かしてもらいたいという
企画です。
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佐藤多美代
【略歴】
2010 年　	 	 北海道大学歯学部　卒業
2011 年　	 	 北海道大学病院　臨床研修医　修了
2012 年～ 2013 年　デンマーク王立オーフス大学歯学部（臨床口腔生理学教室）　
　　　　　　　　		客員研究員
2015 年　	 	 北海道大学大学院歯学研究科（冠橋義歯補綴学教室）　卒業
2017 年～　	 	 昭和大学歯学部（顎関節症治療学部門）　助教

【所属学会等】
日本補綴歯科学会
日本スポーツ歯科医学会
日本顎関節学会
日本口腔顔面痛学会
日本歯科東洋医学会
Clinical	Course/Training	in	Diagnostic	Criteria	for	Temporomandibular	Disorders	(DC/TMD)（2013年修了）

和嶋 浩一
【略歴】
1978年 3月　　神奈川歯科大学歯学部卒業
1978年 5月　　慶應義塾大学病院研修医（歯科口腔外科）
1980年 5月　　慶應義塾大学助手（医学部歯科口腔外科学教室）
1995年 5月　　慶應義塾大学専任講師（医学部歯科口腔外科学教室）
2010年 4月～　昭和大学兼担講師 （歯学部口腔医学講座教育部門）
2017年 4月～　慶應義塾大学非常勤講師（医学部歯科口腔外科学教室）

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会（監事、指導医、専門医）
日本顎関節学会（指導医、歯科顎関節症専門医）
日本頭痛学会（理事、指導医、頭痛専門医）
American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会専門医試験合格 199907）
Asian Academy of Orofacial pain and TMD (Immediate Past President)
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西須 大徳
【略歴】

2009 年	 3 月 東京歯科大学 歯学部卒業
 4 月 慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科学教室入局
2015 年	 3 月 慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科学教室 大学院修了
2015 年	 4 月 慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科学教室 助教（教育）	
2015 年	 9 月 Aarhus University Section of Orofacial Pain and Jaw Function 客員研究員
2016 年	 9 月 Aarhus University Section of Orofacial Pain and Jaw Function 客員研究員修了
2017 年	 4 月 愛知医科大学 痛みセンター 助教
現在に至る

【所属学会等】
一般社団法人 日本口腔顔面痛学会
一般社団法人 日本顎関節学会
公益社団法人 日本口腔外科学会
一般社団法人 日本疼痛学会
一般社団法人 日本運動器疼痛学会
一般社団法人 日本臨床神経生理学会

池田 浩子
【略歴】
1998年 3月	 東京歯科大学歯学部卒業
1998年 5月	 慶應義塾大学病院研修医（歯科口腔外科学教室）
2000年 5月	 慶應義塾大学病院専修医（歯科口腔外科学教室）
	 	 国民健康保険まごころ病院 歯科
2000年 11月	 国立療養所東埼玉病院 歯科
2001年 5月	 東京都立多摩老人医療センター（現多摩北部医療センター） 歯科
2003年 7月	 慶應義塾大学病院歯科口腔外科学教室助教
2008年 4月	 慶應義塾大学病院歯科口腔外科学教室非常勤歯科医師（～現在まで）
	 	 神奈川歯科大学非常勤講師（～ 2013）
2014年 7月	 静岡市立清水病院口腔外科非常勤歯科医師：顎関節症外来 (～現在まで）
2017年 4月	 日野市立病院口腔外科非常勤歯科医師：口腔顔面痛・顎関節症外来（～現在まで）

 【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会（専門医・評議委員・広報委員）
日本補綴歯科学会  （専門医）
日本老年歯科医学会（認定医）
日本顎関節学会会員
日本頭痛学会会員
DC/TMD Couse Certification
認定 NPO法人いたみ医学情報センター　からだ・運動器の痛み専門医療者
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【抄録】
実際の口腔顔面痛症例を提示して、会場の皆さんと臨床診断推論を実施する。また、会場で３名の
診断医に追加情報を与え、その情報を得て、どのような思考過程で鑑別診断を再考するかをみてい
ただく。仮説演繹法の診断ステップを理解されている方は、事前に別紙の診断ステップ３の鑑別診
断確認のための検査まで記入していただき、診断医の結果と対比するとさらに興味深くなる。

症例サマリー	この情報を元に臨床診断推論ステップ 3まで進める。アンダーライン部は確定
症例 76歳女性主訴：左側上顎後縁部の痛み、頬部の痛み、鼻が痛い、背中、胸の痛み
既往歴 10年前に心臓弁膜症で開胸術　定期的に経過観察中、異常なし
現病歴：9年前から左側上下顎歯、歯肉、舌に痛みが生じ、上顎歯を抜歯して上顎に総義歯。数個の
義歯作成、頻回に調整するも痛みで使用できず。歯原性は否定されている。
ClosedQuestion：義歯装着で痛いのか、入れなくても痛いのか？ :義歯を入れなくても痛い
心理精神テスト HADs不安 8点、うつ 4点 PCS反芻 18点、無力感 7点、拡大視 4点
現症：
1）疼痛構造化問診表

2）睡眠障害問診：入眠 (― )、熟眠 (+)、途中覚醒 (+)、早朝覚醒 (― )、起床時疲労感 (+)

以下は追加情報として会場で呈示する。
3）筋圧痛検査側頭筋、咬筋、SCM、後頸部筋（肥大、硬結、圧痛、関連痛、familiar）
4）感覚検査左右 V1.2.3触覚検査、痛覚検査（鈍麻、過敏 allodynia、Dysesthesia, Paresthesia）
5）12脳神経診査（臭、視、動眼、滑車、外転、三叉、顔面、聴、舌咽、迷走、副、舌下）

本人記入、回答 診査結果

部位 左側上顎、鼻、顔面、胸部 左側上顎結節歯肉、頬部と鼻、胸部

発現状況 抜歯の後 視診：上顎無歯顎、上 /下歯肉、舌、発赤、腫脹など異常なし

経過 9年前からずーっと 寛解期なく、続いている

痛みの質 鈍い、重苦しい、気分が悪くなる、時により変わる 何種類かの痛み

強さ 中 4/10痛いが食べられる－重度 6/10 時間、日により強さ変化

頻度 持続性、1-2回 /日嫌な痛み 起床後からほぼ一定で続いていて、
食事の後に別な痛みが強くなる。
日に数回 2-3h持続の嫌な痛み

持続時間 持続性、嫌な痛み 2-3h

時間的特徴 食後、夕方に強くなる

発症増悪因子 食事中、後、熱いもの、辛いもの 義歯無しで食事、お茶が飲めない

緩和因子 マッサージ 肩こりが強く、マッサージすると少し改善、鎮痛薬無効

随伴症状 肩こり強い、鼻が痛い、鼻水、目がチカチカ 耳鼻科副鼻腔 np

疼痛時行動 ジッとしていられない 嫌な感じの痛みはジッとしてられない
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教育セミナー II　9月29日（日）9：20～10：50（90分）
｢痛みと心について ～身体科から診たこころと精神科から診た身体～」

座長：伊藤 幹子
	 愛知学院大学歯学部　顎口腔外科学講座

　　　宮地 英雄
	 	北里大学　健康管理センター

【ねらい】
　精神科医が身体の痛みをどのように診ているのか、日本で初めて創設された総合的痛み診療・研究センター
の精神科医教授である西原先生に解説していただきます。また心理社会的因子が大きいと思われる口腔顔面
痛の患者に対して歯科医師がどのような介入ができるのか、認知行動療法のアプローチを絡めつつ、皆さま
と考えるセッションにしたいと思います。
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伊藤 幹子
【略歴】
1984年　愛知学院大学歯学部歯学科卒業
	 同年　愛知学院大学歯学部口腔外科学第一講座（現・顎口腔外科学講座）入局
1987年　資生会八事病院勤務（1991年まで）
1993年　愛知学院大学歯学部歯学博士学位取得
1994年　愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座非常勤講師（現在にいたる）
1999年　愛知学院大学歯学部附属病院にてリエゾン歯科医療グループ発足
2007年 　中京大学心理学部心理学科非常勤講師（2017年 3月末まで）

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会
日本口腔外科学会
日本歯科心身医学会
日本口腔科学会
日本精神神経学会
日本心身医学会など

宮地 英雄
【略歴】
平成	 	8年	 3月　北里大学医学部卒
　　	同年	 5月　北里大学東病院精神神経科入局
平成 13年	 	 東京医科歯科大学顎顔面外科　非常勤
平成 14年	 3月　精神保健指定医取得
平成 16年	 	 神奈川歯科大学　かみ合わせ外来　非常勤
平成 19年	 3月　北里大学大学院医療系研究科博士課程卒　医学博士取得
平成 21年 10月　日本精神神経学会専門医
平成 24年	 4月　北里大学医学部精神科学選任講師
平成 26年	 6月　東京歯科大学内科　非常勤
平成 31年	 4月　北里大学健康管理センター准教授

【所属学会等】
平成 21年～　日本精神神経学会（専門医）
　平成 27年～　日本口臭学会　理事
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教育セミナー II　9月29日（日）9：20～10：50（90分）
｢口腔顔面痛に対する認知行動療法を考える」
　
演者：渡邊 友希
	 昭和大学歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座　顎関節症治療学部門

【抄録】
　患者を Biopsychosocial model で捉えると、より理解が深まる。口腔顔面痛の多くの患者へは Bio（身体）
だけではなく、-Psycho（心理、精神）-Social（社会、環境）への多面的な対応が有用であり、慢性痛におい
ては特に心理面への配慮が求められる。
うつ病の治療に始まった認知行動療法が薬物療法と同等の有効性があるという報告がされ、その後は精神疾
患のみならず、身体疾患や生活習慣病などにも応用されてきた。痛み治療、特に腰痛に代表される慢性痛治
療でも、認知行動療法による介入が行われている。従来の歯科では十分な教育がなされていないが、主に痛
みを扱う歯科医師にも認知行動療法の考え方は有効である。
我々、歯科医師はどのような対応ができるか、症例を挙げて紹介する。

症例：70代女性。14歯の自費治療を受けた歯科医院で処置歯の経過不良を相談したが、取り合ってもらえ
なかった。次々とドクターショッピングをしては、歯の痛みを訴えていたらしい。抜髄→抜歯→隣の歯の
痛み→抜髄→抜歯…という侵襲的な処置が繰り返されて、出会ったときには 2年間で 10歯を失っていた。
なおも残る歯が痛むと抜歯を要求する患者は、痛みに支配されていた。血圧も高く、全身の蕁麻疹や不眠を
伴っていた。臨床診断は非歯原性歯痛、および抜歯部の神経障害性疼痛、顎関節症咀嚼筋痛障害であったが、
身体的治療のみでは改善は困難と感じた。まずは、患者との関係性構築につとめつつ、認知行動モデルに基
づき患者の問題を１．身体、２．感情、３．認知、４．行動の４つに分けてアセスメントし、それぞれに認
知行動療法的な介入を試みた。

【略歴】
平成	 8年	 3月	 昭和大学歯学部　卒業
 12年	 3月	 昭和大学大学院　歯学研究科　顎顔面外科学　修了
   4月	 昭和大学歯学部　第一口腔外科　員外助手
 16年	 3月　昭和大学歯学部　第一口腔外科　退職
 20年	 4月　昭和大学歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座　顎関節症治療学部門　兼任講師
 25年 10月 放送大学 教養学部 教養学科（心理と教育コース） 全科履修生
　
【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会 （認定医、評議員）
日本顎関節学会 　　（専門医）
日本歯科心身医学会 （代議員）
日本慢性疼痛学会 
日本認知・行動療法学会 
ドライマウス研究会 
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教育セミナー II　9月29日（日）9：20～10：50（90分）
｢精神科医による「痛みのミカタ」」

演者：西原 真理
	 愛知医科大学医学部学際的痛みセンター

【抄録】
　誤解を恐れずに言うと、精神科医として私が診させて頂いている口腔顔面痛の患者さんはとても「印象深
い」人が多い。それはなぜだろうか？
残念ながら、その理由について正確な答えをもっていないが、このような心理的な要素について考えること
は患者さんを理解するということにとどまらず、治療に役立つものと確信している。
　さて、慢性疼痛の複雑さはすでに広く知られているとおり、生物学的モデルのみでは不十分であり、心理・
社会的側面を含めたモデルで解釈することが良いとされている。まず、診断学的な流れとしては器質要因の
探索が十分になされた後、精神障害のレベルでの問題の有無を調べ、更に個々の症例が抱える心理的・社会
的問題について検討するのが現実的である。まず精神障害は外因・内因・心因と分けて考え、治療に大きな
間違いが発生しないように心がける必要がある。慢性疼痛の背景にある精神障害としては身体症状症、うつ
病、不安障害が一般的であるが、難治性の場合には精神病性障害、認知症、発達障害なども考慮する。更に
これらの精神障害を踏まえて、患者さんが抱えている心理的ストレスや社会的問題について深めていく。大
切なのはこのような評価が一方通行にならず、痛みの器質要因について再検討できるようなフィードバック
体制を作ることである。その意味においては集学的診療が一つの望ましい形だろう。その後、評価を受けて
治療を組み立てていくが、様々な治療がお互いを阻害しないような工夫が重要になってくる。言うまでもな
いが、全ての治療のベースになるのは患者－治療者の良好な関係性である。本シンポジウムにおいては精神
科の専門とする精神・心理療法的な現実的な考え方、特に患者さんとの関係性から考える面接のありかたに
ついてその基本を再考してみたい。

【略歴】
2012.3	 高知医科大学大学院医学研究科博士課程修了、博士（医学）取得
2004.11－ 2007.3
	 カナダ国州立ブリティッシュコロンビア大学　精神科訪問研究員
2007.6	 高知大学医学部附属病院　神経科精神科　学内講師
2009.8 愛知医科大学医学部学際的痛みセンター　講師
2015.4	 愛知医科大学医学部学際的痛みセンター　教授（特任）
2018.4	 愛知医科大学病院緩和ケアセンター　副部長（兼任）

【所属学会等】
日本精神神経学会会員
日本臨床神経生理学会会員
日本生物学的精神医学会会員
米国神経科学会 (Society for Neuroscience)会員
日本神経科学学会会員、
日本運動器疼痛学会会員（評議員 H27.12-）
日本疼痛学会会員
日本総合病院精神医学会会員
日本ペインクリニック学会会員
日本口腔顔面痛学会会員
日本ペインリハビリテーション学会会員（顧問）
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教育セミナー III　9月29日（日）14：50～16：30（90分）
｢口腔顔面痛 海外留学のすすめ」

座長：野間 　昇
日本大学歯学部　口腔診断学講座

【ねらい】
　海外留学経験者が留学先でOFP、TMDについてどのような研究や臨床の勉強をできたかをお話ししてい
ただきます。また留学先や住居などの選定、留学申しこみ、海外での生活、ラボの様子など全て語ってくれ
ます。留学を考えている方は、さらに詳しい留学体験を聞くためのコンタクトをとるチャンスです。留学希
望の方、準備中の方など是非参加してください。

【略歴】
平成 11年 4月	 1日：日本大学歯学部歯学部 研究生 (口腔外科学教室第１講座 )
平成 14年 6月	 1日：日本大学歯学部歯学部助手 (口腔外科学教室第１講座 )
平成 15年 6月	 1日：日本大学歯学部専修医 (口腔外科学教室第１講座 )
平成 19年 10月	 1日：日本大学助教（口腔診断学講座）
平成 21年 5月 19日：ニュージャージー医科歯科大学歯学部 :長期海外派遣研究員
　(～平成 23年 5月 18日 )
平成 24年	 4月	 1日：日本大学准教授（口腔診断学講座）現在に至る

【所属学会等】
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow, American Academy of Oral Medicine
Certificate of Headache Master（by the International Headache Society）
UMDNJ（現ラトガース大学）客員講師
日本口腔顔面痛学会指導医・専門医　取得 (第 75号 )
日本口腔診断学会指導医・認定医　　取得 (第 219号 )
日本口腔診断学会 (評議員 )
日本口腔顔面痛学会 (評議員 )
日本口腔内科学会
日本口腔外科学会
日本疼痛学会
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders
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教育セミナー III　9月29日（日）14：50～16：30（90分）
｢口腔顔面痛　海外留学のすすめ」
　
演者：安陪 春菜
	 （りゅう歯科クリニック）
留学先：Department　of　Oral　Health　Sciences　Leuven　Cathoric　University

【抄録】
　ベルギーの古都、ルーベンにある Leuven Catholic University, Department of Oral Health Sciences (Campus 
Saint-Raphael Kapucijnenvoer 33 B-3000 Leuven, Belgium)で Antoon de Laat教授の下、Temporomandibular Disorders 
and Orofacial Pain の臨床を専攻生として学びました。教授と 1対１で学べるという贅沢な環境で、オランダ
語又はフランス語で話される診察を自分一人のために、英語で解説して下さいました。
同じ国でありながら 2言語が話される国での生活は想像以上のストレスでしたが、毎日の生活そのものが勉
強で、常識が覆されることの連続でした。学生時代に教授から「日本がいかに特殊な国であるかを肌で感じ
てほしい、是非留学を経験して下さい」と言われました。同じ台詞を若い先生方にお伝えしたいです。

【略歴】
2009年　愛知学院大学歯学部卒業
2011年　長崎大学病院臨床研修
2014年　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程中退
2014年～ 2015年
	 Department of Oral Health Sciences, Leuven Catholic University　留学
2019年　りゅう歯科クリニック (愛知県 )　開業

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会
日本臨床睡眠医学会
漢方疼痛研究会
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教育セミナー III　9月29日（日）14：50～16：30（90分）
｢口腔顔面痛臨床留学中の生活とそれに必要な英語力の実際」

演者：桑島 　梓
	 日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座
留学先：UCLA　School　of　Dentistry　Orofacial　Pain　and　Sleep　Medicine

【抄録】
　アメリカ・カリフォルニア州にある University of California Los Angeles （UCLA） に指導教授 Robert Merrill
のもと、二年間の臨床留学をして来ました。

・主な研修内容
延べ 2000回に渡る二年間の治療を通して、卒業と同時にDiplomate, American Board of Orofacial Painの取得と、
口腔顔面痛専門として開業する知識と技術を養うことを目指す実践重視型プログラムでした。毎日の治療に
並行して、毎朝のミーティングや診療室でのケースプレゼン、授業内容のプレゼン、学生指導など、人前で
話し、話し方や内容の分かりやすさを評価することで、プログラム終了後に培った知識を広くシェアし、口
腔顔面痛の未来を牽引するリーダーとなる人材を育てることを意識したプログラムでした。
　留学に必要な英語力に関する質問をよくいただきますが、本演題でお話しする診療室での様子を通してそ
れを伝えたいと思います。

・私から皆さんへの留学の勧め
臨床留学は本当に大変です。アメリカ人の同期の歯科医師ですら、辞めたい、と言って泣き出したこともあ
りました。しかしだからこそ、現地で出会い同じ目的を持って一緒に辛い時間を乗り越えた仲間との間に生
まれる連帯感は何事にも変えられないものです。また、彼らは一生の仲間であると同時に一生のライバルで
もあります。留学の醍醐味は、日本でのしがらみや将来への不安を忘れ、決まった期間で達成すべき “一つ
の目標のことだけを考えられる “ところにあると思います。大学などの機関に所属していないとなかなか機
会が巡ってこない研究留学とは違い、個人で申し込み、試験を受けて勝ち取る臨床留学のチャンスは誰にで
もあります。迷うことなど何もないです。少しでも海外に行ってみたい、という思いがあるならば思い切っ
て留学に行ってみましょう！

【略歴】
2007年：宮城県第一女子高校理数科卒業
2013年：日本大学松戸歯学部卒業
2018年：UCLA Orofacial Pain and Sleep Medicine 臨床プログラム終了
2019年：日本大学松戸歯学部松戸歯学研究科卒業 (有床義歯補綴学講座 )
2019年：日本大学松戸歯学部兼任講師 (有床義歯補綴学講座 )
2019年：Diplomate, American Board of Orofacial Pain    
現在に至る

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会
日本補綴学会
American Academy of Orofacial Pain
American Headache Society
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教育セミナー III　9月29日（日）14：50～16：30（90分）
｢口腔顔面痛　海外留学のすすめ」

演者：増田 　学
	 日本大学松戸歯学部　口腔健康科学講座　顎口腔機能治療学分野
留学先：Section　of　Orofacial　Pain　and　Jaw　Function　Department　of　Dentistry　　

Faculty　of　Health　Aarhus　University

【抄録】
　2015年から北欧にあるデンマーク王国オーフス大学歯学部に日本大学大学院海外派遣奨学生として留学
し，Peter Svensson教授の下で研究活動を 1年間行いました。所属していたラボでは歯科医師だけでなく医
師も所属しており，私と同じように様々な国からの留学生が在籍し，同じテーマの研究を行う上で非常に刺
激を受けました。一つのラボに様々な分野や国籍の研究者が在籍して研究を進める環境は日本とは大きく異
なるものでした。また，日本とは異なる臨床研究を行える環境は研究者として新たな見分を広げるのに有用
でした。1年間の留学生活で得たこと，感じた事，困ったこと等お話しできればと考えています。

【略歴】
2013年　日本大学松戸歯学部卒業
2018年　日本大学大学院松戸歯学研究科修了
2018年～日本大学松戸歯学部　専修医
2015年～ 2016年
	 デンマーク王国オーフス大学歯学部　客員研究員

【所属学会等】
公益社団法人　日本補綴歯科学会
一般社団法人　日本口腔顔面痛学会
一般社団法人　日本老年歯科医学会
一般社団法人　日本顎関節学会



86 87

教育セミナー III　9月29日（日）14：50～16：30（90分）
｢Bringing CLARITY to astrocyte morphological plasticity」

演者：赤坂 竜太
	 日本大学大学院歯学　研究科歯学専攻　口腔構造機能学分野、
	 日本大学歯学部　臨床医学講座）
留学先：Faculty　of　Dentistry,　University　of　Toronto,　Toronto,　ON,　Canada

【抄録】
1. 基礎研究
2. Faculty of Dentistry, University of Toronto, Toronto, ON, Canada
3. Prof. Barry J Sessle
4. 大学院在学中にトロント大学へ 1年間の留学を行った。留学に際しての準備、そして海外での生活および
実験について、また留学先で体感した人々の文化や考え方の違いなどを共有する。実験においては歯科
領域において生じる抜歯，抜髄などに関連する疼痛のメカニズムを解明するためクラリティ（CLARITY）
という革新的な技術を用いて，ラットの口腔顔面 1次運動野，及び 1次体性感覚野に存在する活性型アス
トロサイトを免疫組織学的に標識した。透明化処置を行うことで広範囲に渡り立体的かつ空間的な評価が
可能となることから，抜歯または抜髄処置によりアストロサイトにどのような構造的変化が生じるのかを
3次元的に検討した。

5.	私から皆さんへの留学の勧め　
	 留学することは自分の視野を広げることに役立ちます。自分の考え方を客観的に見つめ直すチャンスにも
なるため、機会があれば是非留学することを勧めたいと思います。

【略歴】
平成 25年　日本大学歯学部歯学科　卒業　
平成 28年　日本大学大学院歯学研究科歯学専攻　入学
平成 30年　University of Toronto, Faculty of Dentistry, Visiting researcher

【所属学会等】
日本口腔外科学会会員
日本口腔科学会会員
日本顎顔面補綴学会会員
International Association of Dental Research 会員
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リフレッシャーコース 1　9月28日（土）9：50～11：20（90分）
｢口腔顔面痛診療のすすめ方」
講師：和嶋 浩一
	 慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室
１限目：口腔顔面痛は何を治療する?非歯原性歯痛とは？
２限目：口腔顔面痛医療面接の進め方、 疼痛構造化問診票の使い方と理解
３限目：臨床診断推論のすすめ方

【ねらい】
　口腔顔面痛の患者さんをどの様な手順で診断を進めるかについて解説します。自覚症状である痛みを把握
する為の疼痛構造化問診票、診断に結びつく有用な情報を得るための医療面接の進め方を解説します。臨床
診断推論で頭の中で考えていることを、仮説演繹法で思考過程、意志決定過程を言語化して診断を進め、臨
床診断推論を理解して頂くという企画です。このコースを受けて、次の教育セミナー	I	では口腔顔面痛診断
の実際を体験して頂きます。

【抄録】
 口腔顔面痛とは？　口腔顔面痛の診療はどの様に、診査、診断の進め方を概説する。

１時限：口腔顔面痛とは？　非歯原性歯痛とは？
口腔顔面痛で扱う主な疾患は以下の非歯原性の口腔顔面領域の痛みである。1）非歯原性歯痛、　2）三叉神
経 神経障害性疼痛（三叉神経痛、有痛性 Neuropathy）、3）顎関節症、主に筋痛障害、4）頭痛（一次性頭痛
の鑑別を主として、TMDによる頭痛の診断、治療）歯を原因としない歯の痛みである非歯原性歯痛は以下
の 8つの原疾患からなる。(1)筋・筋膜性歯痛、(2)神経障害性歯痛、(3)神経血管性歯痛、(4)上顎洞性歯痛、
(5)心臓性歯痛、(6)精神疾患または心理社会的要因による歯痛（身体表現性障害、統合失調症，大うつ病性
障害等）、(7)特発性歯痛（非定型歯痛を含む）、(8)その他の様々な疾患により生じる歯痛　　歯原性、非歯
原性歯痛の鑑別、非歯原性歯痛の原疾患を概説し、鑑別法を説明する。

2時限：口腔顔面痛初診診療の流れ
 口腔顔面痛の診療において、最も重要なことは正しい診断である。口腔顔面痛患者の初診を想定して、疼
痛構造化問診票を用いた医療面接、心理精神的背景の診査、歯原性・非歯原性の鑑別、感覚検査、筋触診、
12脳神経検査に到る診療の流れを紹介する。得られた情報を元に臨床診断推論を進める。

3時限：仮説演繹法を用いた臨床診断推論のすすめ方
 口腔顔面痛診断のための仮説演繹法を用いた臨床診断推論は 5つのステップからなる。主訴・病歴・基本
的身体所見等の情報から，鑑別診断のヒントとなる "キーワード "を挙げ、そのキーワードをもとに「これ
から想定できる疾患は何だろう」と考え、鑑別診断名を想起する。想起された鑑別診断の真偽を検査、攻め
の問診によって検証する。可能性のある鑑別診断がその他の症状と矛盾しないか総合的に検討して最終診断
に至る。症例を呈示して仮説演繹法の診断ステップを解説する。
仮説演繹法では診断の思考過程を言語化することが求められる。これにより、1）診断思考の過程が言語化
されて記録に残される、2）記録を共有することができる、3）記録を元に思考過程を自分で検証あるいは相
互検証できる、他の記録を見ることにより実際に症例を診なくても、4）症例の疑似体験が可能となり、多
くの臨床経験を積む事と同じ効果が得られる、という利点がある。
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リフレッシャーコース 2　9月29日（土）14：50～16：10（80分）
｢咀嚼筋の痛みが歯痛になる」
講師：和嶋 浩一
	 慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室
４限目：国際頭痛分類第３版（ICHD-３）解説　歯科に必要な頭痛の知識
	 一次性頭痛、片頭痛、緊張型頭痛、TACsとは
５限目：筋筋膜痛から関連痛が生ずるメカニズム
６限目：筋筋膜性歯痛の診断と治療　トリガーポイント触診デモ

【ねらい】
　非歯原性歯痛の原疾患の中で最も頻度の高い筋・筋膜疼痛について総合的に解説します。最初に、鑑別と
して重要な一次性頭痛の片頭痛、群発頭痛を含むTACs を解説します。また、緊張型頭痛は最も頻度が高く、
咀嚼筋障害と病態の共通性があります。肩、頸部筋の筋・筋膜疼痛から関連痛として緊張型頭痛が生じ、咀
嚼筋の筋・筋膜疼痛から歯痛、顔面痛が生ずるという関連痛のメカニズムを理解して頂きます。臨床におい
て遭遇することの多い筋・筋膜性歯痛の診断と治療が出来るようになってもらいたいという企画です。

【抄録】
 咬筋、側頭筋など咀嚼筋痛は 1）筋痛性顎関節症を引き起こすだけでなく、筋・筋膜疼痛から 2）関連痛
として頭痛を生ずる、また 3）歯痛を生ずる事があり、口腔顔面痛臨床において最も研修すべき分野である。

４限目：国際頭痛分類（ICHD-3）解説　歯科に必要な頭痛の知識　
TMDによる頭痛は、最も有病率の高い「頭蓋周囲に圧痛を伴う緊張型頭痛」から分離独立したもので、

病態がほぼオーバーラップしている。TMDによる頭痛の理解には緊張型頭痛の理解が必要であり、頭痛の
鑑別には一次性頭痛の代表的な片頭痛、群発頭痛などの知識が必要である。また、三叉神経痛など発作痛の
鑑別には三叉神経自律神経性頭痛に含まれる群発頭痛、発作性片側頭痛、SUNCT、SUNAなどの知識が有用
である。

５限目：筋筋膜痛から関連痛が生ずるメカニズム
筋肉の上にトリガーポイントと言われる過敏な部位が生ずると、そこからの痛みが歯に痛みとして感じら

れることがあり、これが非歯原性歯痛の中で最も頻度の高い筋・筋膜性歯痛である。そのメカニズムは筋肉
からの痛みを伝える神経と歯の痛みを伝える神経が三叉神経脊髄路核後角で同じ二次神経に伝達（収束）し
ていて、歯からの繰り返しの（痛みを含む全ての）インパルスにより二次 Nは興奮し、脳はこの二次 Nの
活動を歯からのインパルスとして学習してしまう。このような状況下に筋痛が生じ、インパルスがこの二次
Nを刺激すると、脳は過去の学習に基づいて、歯からの痛み信号と錯覚して歯痛が感じられるという仮説が
ある。

６限目：筋筋膜性歯痛の診断と治療　トリガ―ポイント触診デモ
筋圧痛やトリガーポイントは筋肉全体に生ずるわけでは無いため探し出す必要がある。DC/TMDでは咬

筋、側頭筋の圧痛を見逃さないようにまんべんなく診査するという意味で、それぞれ 9カ所を診査すること
を勧めている。トリガーポイントを見つける方法として筋全体に指を当ててかみしめてもらい、一番盛り上
がる部分、力こぶの出来る部分を探す。盛り上がった部分を見つけて、そこに指を置き、かみしめを緩めて
もらう。指先を前後に動かすと、コリコリとした硬結が触れる。その部分に置いた指先に力を入れて、ゆっ
くり約 1-2kgまで力を入れる。（押したままで）、痛みがありますか。（そのまま押し続け、痛いと答えたら）
その痛みは何時もの痛みですか、そして、指先を固定したままで円を描くように動かして、他の部位に響き
ますかと質問する。トリガーポイントでなければどの様に力を入れても関連痛は生じない。筋圧痛が認めら
れたならば関連痛が生じさせるつもりで診査する。筋・筋膜性歯痛の診断はトリガーポイントからの関連痛
の再現が全てである。
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リフレッシャーコース 3　9月28日（土）16：50：～18：00（70分）
｢歯科医が知っておきたい精神医学の知識」
講師：宮地 英雄
	 北里大学　健康管理センター
７限目：「心因性疼痛」をめぐって
８限目：口腔顔面痛診療で注意すべき精神疾患
９限目：“聴く”・“伝える”ー対応としてのコミュニケーション

【ねらい】
　口腔顔面痛を理解している精神科医が、まず、慢性痛＝心因性疼痛の誤解を解き、心因性疼痛の正しい理
解を解説します。精神疾患を併存した患者さんがカリエスで痛みを訴えるがごとくに口腔顔面痛を訴える場
合、また精神疾患と関連して口腔顔面痛を訴える場合もあります。どのような場合に注意するべきか、重要
なポイントです。痛み診療には知識だけではなく、聴けて、伝えられるコミュニケーションをスキルとして
身につける必要があります。幅広い知識を持ち、上手く医者 - 患者関係を築いて治療を進めることができる
口腔顔面痛専門医育成を目的として企画されました。

【抄録】
　「痛み」の一側面である「心因性疼痛」は、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」に比べて、概念や病態
が捉えにくく、その用語が独り歩きをしていて、理解されにくい。痛みを扱う医療者としては、この点を曖
昧にしては、日頃の診療が危うくなる。痛みを考える上では、この点を理解をする必要があり、「痛み」に
関連する精神疾患とともに、当コースで紹介する。このような「心因」を含め、「痛み」を見極めていくには、
患者とのコミュニケーションが重要である。最後にこのコミュニケーションの基礎的な知識を、簡単な実践
を交えて紹介する。

【略歴】
平成	 8 年	 3 月	 北里大学医学部卒
　　	同年	 5 月	 北里大学東病院精神神経科入局
平成 13 年	 	 東京医科歯科大学顎顔面外科　非常勤
平成 14 年	 3 月	 精神保健指定医取得
平成 16 年	 	 神奈川歯科大学　かみ合わせ外来　非常勤
平成 19 年	 3 月	 北里大学大学院医療系研究科博士課程卒　医学博士取得
平成 21 年 10 月	 日本精神神経学会専門医
平成 24 年	 4 月	 北里大学医学部精神科学選任講師
平成 26 年	 6 月	 東京歯科大学内科　非常勤
平成 31 年	 4 月	 北里大学健康管理センター准教授

【所属学会等】
平成 21 年～　	 日本精神神経学会（専門医）
平成 27 年～　	 日本口臭学会　理事
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リフレッシャーコース 4　9月29日（日）11：45～13：00	（75分）
｢メカニズムに応じた薬の使い方」
講師：大久保昌和
	 日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座　口・顔・頭の痛み外来
１0限目：国際頭痛分類第３版（ICHD-３）解説　三叉神経痛、
	 	有痛性三叉神経ニューロパチーの分類整理
１１限目：痛みの発生メカニズムとそれに応じた薬物療法
１２限目：三叉神経痛、神経障害性歯痛の診断と治療

【ねらい】
　三叉神経痛、神経障害性疼痛の発生メカニズム、診断法、薬物療法を解説します。国際頭痛分類における
三叉神経痛、有痛性三叉神経ニューロパチー（神経障害性疼痛）の位置づけと、その診断基準を解説します。
三叉神経痛、神経障害性疼痛の臨床的な鑑別診断として、医療面接、感覚検査のポイントを理解して頂き、
三叉神経痛、神経障害性疼痛の発生メカニズムとそれぞれのメカニズムに応じた治療法、特に基本的な薬物
療法が実践できるようになってもらおうという企画です。

【抄録】
　国際疼痛学会の神経障害性疼痛分科会とヨーロッパ神経学会の協力により作成された最も新しい三叉神経
痛ならびに神経障害性疼痛の診断アルゴリズムについて、お話しさせていただく予定です。また、国際頭痛
分類における三叉神経痛、有痛性三叉神経ニューロパチー（神経障害性疼痛）の位置づけと、その診断基準
についても解説させていただく予定です。さらに、エビデンスに基づいた最新の薬物療法についてもメカニ
ズムを交えて紹介させていただく予定です。

【略歴】
1992年　日本大学　松戸歯学部卒業
1996年　日本大学大学院　松戸歯学研究科修了
1998年　日本大学　助手
2001年　日本大学　講師（専任扱）
2002～ 2003年
 UCLA Orofacial Pain Clinic（日本大学海外派遣研究員） 
2007年　日本大学　専任講師
2007～ 2008年
 USC School of Dentistry, Diagnostic Sciences（日本大学海外派遣研究員）

【所属学会等】
日本補綴歯科学会専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow of American Academy of Orofacial Pain
Council member, Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders
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ランチョンセミナー①　9月28日（土）13：40～14：30（50分）

｢圧痛のメカニズムと評価の標準化」
演者：原 　節宏
	 日本歯科大学附属病院　総合診療科顎関節症診療センター
協賛：サンスター株式会社

【抄録】
　顎関節症（TMD）の病態で最も多いとされている筋痛障害を診断する上で、現行の画像診断では有用
な情報が得られないことから、圧痛検査はチェアーサイドで行える効果的な臨床的診断法として挙げられ
ている。筋の圧痛検査は 2014年に公布された国際的な TMDの診断基準（DC/TMD: Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders）の検査法の 1つに採用され、国際疼痛学会（IASP: International Association for 
Study of Pain）では、2016年にアップデートされた Orofacial Painにおける TMDの Fact Sheetsにおいても検
査法として紹介されるように注目を集めている。
特に疾患がなくても身体組織を強く圧迫をすると、圧痛が生じることは度々経験することがあるが、このよ
うに明らかな組織損傷や炎症がないにもかかわらず、圧迫をするという機械的刺激に対して、痛覚が応答す
るという慢性痛に関連する圧痛のメカニズムについては不明な点が多く、さらにその再現性、妥当性につい
ては十分なコンセンサスは得られていない現状がある。
　近年、圧痛のメカニズムを理解するだけでなく、圧痛を特徴とする筋膜性疼痛の圧痛点や関連痛の病態生
理を説明する仮説として、自由神経終末に存在するポリモーダル受容器（polymodal nociceptors）の感作が関
与しているという報告が見られるようになった。
　セミナーでは、現在わかっていることを中心に、圧痛のメカニズムについて仮説をまじえて解説するとと
もに、圧痛検査を標準化し、再現性を高めることを目的とした、DC/TMDおよび日本顎関節学会等で使用を
推奨している機械式手動痛覚計（サンスター社製：Butler Palpeter ®）について紹介する。

【略歴】
1986年  日本歯科大学生命歯学部卒業
1990年  日本歯科大学大学院修了（臨床系補綴学）
  日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学教室第 2講座助手
2001年  日本歯科大学附属病院講師
  附属病院総合診療科医長
2002-4年  デンマーク王立オースフ大学歯学部臨床口腔生理学教室客員講師
2005年  日本歯科大学附属病院総合診療科准教授
  附属病院顎関節症診療センター　センター長
2016年　  同附属病院口腔顔面痛センター併任

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会 評議員，指導医
日本補綴歯科学会 指導医
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ランチョンセミナー②　9月29日（日）12：10～13：00（50分）

｢電気刺激療法のリハビリテーションと疼痛領域への応用」
演者：川上 途行
	 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室　/　痛み診療センター
協賛：伊藤超短波株式会社

【抄録】
　電気刺激療法は、古くよりリハビリテーション、疼痛の分野でエビデンスのある治療として臨床で広く行
われてきた。運動麻痺を改善させる目的においては、脳卒中治療ガイドラインにおいても麻痺筋に対しての
「電気刺激が勧められる」とされ、効果をあげてきた。近年では電気刺激療法の効果をより高めるための試
みが行われている。Okuyamaらは、手指の筋活動のない重度の脳卒中患者に対し、運動イメージと末梢神経
への電気刺激を組み合わせる手法で、運動麻痺の改善効果を報告した（Ther Adv Neurol Disord. 2018）。また、
本邦では、村岡が開発した随意運動介助電気刺激装置 (Muraoka Y, et al. Frontiers Med Biol Eng. 2001)が市販
されており、それらを用いたリハビリテーションにて運動麻痺改善効果の報告が多くある（Shindo K, et al. 
Neurorehabil Neural Repair. 2011）。このように、運動イメージや随意運動と組み合わせることで電気刺激療法
は新たな可能性を示している。
　疼痛領域においても、経皮的電気刺激療法（Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: TENS）は手術後の
疼痛、神経痛、慢性疼痛等でランダム化比較試験を含む多くの報告がなされている。TENSの鎮痛メカニズ
ムに関しては内因性オピオイドを介して作用するという説は有力である。非歯原性歯痛に対しても、TENS
は中等度のエビデンスがある。一方、刺激パラメータについては、まだ一定しておらず、症例毎に検討され
てもよいが、10 Hz 以下の低周波 TENSと 100 Hz 以上の高周波 TENSは異なったメカニズムで鎮痛作用を呈
していると考えられているため、それらを組み合わせるという手法も報告されている。また、TENSと理学
療法を併用することにより鎮痛効果が高められることもあり、症例を提示しながら、概説する。

【略歴】
2003年、新潟大学医学部卒業。同年慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室入局、慶應義塾大学病
院、慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンター、国立病院機構東埼玉病院で研修後、2009年にリハビ
リテーション科専門医取得。2013年に「脳性麻痺児にみられる非対称性頭蓋変形：頻度と姿勢異常、四肢・
体幹変形との関係」により、医学博士号取得。University College of London訪問研究員を経て、現在慶應義
塾大学医学部リハビリテーション医学教室専任講師。慶應義塾大学病院痛み診療センター副センター長。

【所属学会等】
日本リハビリテーション医学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医、日本臨床神経生理学会専門医（筋
電図・神経伝導分野）、日本体育協会公認スポーツドクター、日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ医、
日本摂食 •嚥下リハビリテーション学会認定士、身体障害者福祉法第 15条指定医（肢体不自由、嚥下障害、
音声・言語機能障害）、義肢装具等適合判定医。

主な研究領域は、障害者の運動生理学、嚥下障害の評価尺度の開発とリハビリテーション、運動に関連する
電気生理学、中枢神経可塑性誘導、神経難病のリハビリテーション、リハビリテーションと栄養に関する研究、
心疾患のリハビリテーションなど。
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口腔顔面痛ハンズオンセミナー　9月28日（土）14：50～16：10（80分）

｢筋・筋膜性疼痛検査および脳神経スクリーニング検査の実際」
  　座長：石垣 尚一
	 大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座　クラウンブリッジ補綴学分野
ファシリテーター：
 小見山 道
	 日本大学松戸歯学部　口腔健康科学講座　顎口腔機能治療学分野
　　　大久保昌和
	 日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座
 築山 能大
	 九州大学大学院歯学研究院　口腔常態制御学講座　歯科医学教育学分野
 渡邊 友希
	 昭和大学歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座　顎関節症治療学部門
 佐藤　 仁
	 昭和大学歯学部　口腔外科学講座　顎顔面口腔外科学部門
協賛：サンスター株式会社

【ねらい】
　「筋・筋膜性疼痛検査」は，非歯原性歯痛の主な原疾患であり、臨床現場で遭遇することの多い筋・筋膜
性疼痛と、歯原性歯痛との鑑別を行うために必須の検査です。頭頸部筋・筋膜痛の 50 ～ 85	％は関連痛によ
り非歯原性歯痛を引き起こすことや、非歯原性歯痛と診断された患者の 51	% は筋性歯痛であったとする報
告などから、適切な筋の触診手技を身につけることが不可欠です。
　「脳神経スクリーニング検査」は、12 脳神経の機能障害を簡便に検査でき、占拠性病変などにより脳神経
が障害されて口腔・顔面領域に現れる神経学的な異常を見逃さないために必須の検査です。
　　　口腔顔面痛ハンズオンセミナーでは、参加者 6名にファシリテーター 1名を割り当て、これら 2つの
検査法を相互実習により習得していただきます。

【事前参加申込制、（空席があれば当日申し込み可能）】
　　http://www.assiste-j.net/ofp2019/index07.html



94 9594

一般演題抄録
（ポスター）
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P1-1.  口腔粘膜切開後の機械痛覚過敏発症機構に対する老化の影響

○生田目大介1）、篠田雅路2）、岩田幸一2）

1）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座
2）日本大学歯学部生理学講座

【目的】口腔顔面領域の疼痛は老化によって変調することが知られている。近年、口腔顔面領域の傷害による機械痛
覚過敏発症に延髄の活性型ミクログリアが関与することが報告されているが、老化がミクログリアの活性化様式にど
のように影響し、機械痛覚過敏発症に影響を及ぼすかについては不明である。そこで、本研究では、口蓋粘膜損傷後
の三叉神経脊髄路核尾側亜核（Vc）でのミクログリアの活性化および極性変化に対する老化の影響について検討した。
【方法】深麻酔下にて、老化促進モデルマウス（SAMP8）およびコントロールマウス（SAMR1）の左側口蓋粘膜に
切開を加えた。経日的に、浅麻酔下にて口蓋粘膜切開部にデジタルフォンフライによる機械刺激を加え、逃避反射閾
値（MHWRT）を計測した。また、口蓋粘膜切開後 3日目および 11日目の Vcと C1/C2領域における活性型ミクロ
グリア、そのサブタイプである傷害性ミクログリア（M1）と保護性ミクログリア（M2）発現を免疫組織化学的に解
析した。
【結果】SAMP8切開群においては口蓋粘膜切開後 1日目から 21日目まで、SAMR1切開群においては口蓋粘膜切開
後 1日目から 7日目まで、SAMR1非切開群と比較して MHWRTの有意な低下を認めた。 SAMP8切開群においては
口蓋粘膜切開後 1日目から 21日目まで、SAMR1切開群と比較して MHWRTの有意な低下を認めた。また、口蓋粘
膜切開後 3日目から 11日目まで、Vcと C1/C2領域において活性化ミクログリアの発現を認めた。さらに、SAMP8
切開群において、口蓋粘膜切開後 3日目では M1数は有意に増大したが、M2数に変化は見られなかった。口蓋粘膜
切開後 11日目では M1数は有意に増大し、M2数は有意に減少した。
【結論】老化に伴う口蓋粘膜損傷後に発症する機械痛覚過敏の増強には、Vcおよび C1/C2領域における M1発現の増
大および M2発現の減少が関与している可能性が示された。

P1-2.  口腔顔面の神経障害性疼痛に対する三叉神経節内パネキシンの関与

○栗栖諒子1,2,3)、篠田雅路3,4)、山﨑陽子1)、嶋田昌彦1,2)、岩田幸一3,4)

1）東京医科歯科大学　歯学部附属病院　ペインクリニック
2）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔顔面痛制御学分野
3）日本大学歯学部生理学講座
4）日本大学歯学部総合歯学研究所機能形態部門

【目的】口腔顔面領域における神経障害性疼痛発症メカニズムは不明な点が多く、治療に苦渋することは少なくない。近
年、ヘミチャネルを形成する膜タンパクであるパネキシンを介したシグナルが、侵害受容ニューロンの興奮性を調節し
ていることが報告されたが、そのメカニズムに関しては不明な点が多い。そこで本研究では、眼窩下神経損傷（pIONL）
モデルラットを用いて眼窩下神経損傷後に発症する顔面部機械アロディニアに対する三叉神経節内パネキシンの役割を
明らかにすることを目的とした。
【方法】深麻酔下にて左側眼窩下神経を部分結紮し、pIONLモデルラットを作製した。眼窩下神経の剖出のみを行った
群を sham群とした。眼窩下神経損傷前および損傷後 14日目まで眼窩下神経支配領域の口髭部に von Frey filamentによ
る機械刺激を加え、機械刺激に対する逃避閾値（MHWT）を測定した。また、眼窩下神経損傷と同時に口髭部に逆行
性トレーサー（4％ Fluorogold：FG）を注射し、損傷後 14日目に灌流固定したのち三叉神経節を摘出し、三叉神経節ニ
ューロンにおけるパネキシン発現を免疫組織学的に解析した。さらに、眼窩下神経損傷前および損傷後 1日から 4日目
までパネキシン阻害薬（10Panx; 1µl, 100mM）または vehicleを三叉神経節内連日投与し、損傷後 14日目まで口髭部の
MHWTを測定した。
【結果】pIONL群では損傷後 2日から 14日目まで、 sham群と比較して有意にMHWTの低下を認めた。損傷後 14日目、
FG標識パネキシン陽性三叉神経節ニューロン数は sham群に比較して有意に増加した。さらに 10Panxの三叉神経節内
連日投与は、損傷後の口髭部に発症するMHWTの低下を有意に抑制した。
【結論】以上より、眼窩下神経損傷後に発症する顔面部機械アロディニアは、口髭部投射三叉神経節ニューロンに発現す
るパネキシンが関与する可能性が示唆された。
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P1-3.  三叉神経節ニューロンにおけるPanexin-1チャネルを介した
 P2X7-P2X4受容体の機能連関

○黒田英孝1）、井上博之2）、東川明日香3）、木村麻記3）、石川　昂4）、城戸幹太1）、半田俊之2）、今泉うの1）、澁川義幸3）、
　一戸達也2）

1）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座麻酔学分野
２）東京歯科大学歯科麻酔学講座
３）東京歯科大学生理学講座

【目的】侵害受容性疼痛や神経障害性疼痛の発生や調節に、アデノシン三リン酸（ATP）とその受容体である ATP受容体
を介したシグナル伝達の関連が示唆されている。ATP受容体は P2X受容体と P2Y受容体に大別され、それぞれサブタイ
プが存在する。なかでも P2X7受容体や P2X4受容体は、他の P2Xサブタイプと比較し、活性化に高濃度の ATPが必要
であることや、巨大なチャネルポアを形成することから、疼痛メカニズムの一部を担う可能性が示唆されている。今回我々
は、ラット三叉神経節ニューロンにおける P2X7受容体や P2X4受容体の電気生理学的機能特性について検索を行った。
【方法】初代培養したラットの三叉神経節ニューロンに対してWhole-cell patch-clamp法を行った。試薬は P2X受容体作
動薬（Bz-ATP）、P2X7受容体拮抗薬（A-740003A-438079）、P2X4受容体拮抗薬（5-BDBD，PSB-12062）、panexin-1チ
ャネル阻害薬（10Panx）、ATP分解酵素（apyrase）を用いた。
【結果】Bz-ATPの投与は、二相性の内向き電流を誘発した。この内向き電流は、A-740003やA-438079で有意に抑制された。
5-BDBD、PSB-12062、10Panx、apyraseは Bz-ATP誘発二相性内向き電流の second componentを有意に抑制した。
【結論】開口分泌や膜チャネルを介して、または細胞死によって破壊された細胞膜を通じて、細胞外に高濃度 ATPが放
出される。この細胞外 ATPは、P2X7受容体を活性化する。P2X7受容体の活性化は同時に Pannein-1チャネルを介した
ATPの細胞外への放出を促し、同細胞の P2X4受容体を活性化する。この autocrine作用が三叉神経節ニューロンにおけ
る侵害受容性疼痛や神経障害性疼痛の発生や調節に関与する可能性が示唆された。

P1-4.  活性型グリア細胞に発現するIFN-γは口腔顔面の神経障害性疼痛を
 増強する

○淺野早哉香1）、篠田雅路2）、岡田明子1）、岩田幸一2）、今村佳樹1）

１）日本大学大学院歯学研究科歯学専攻　口腔健康科学分野　口腔診断学講座
２）日本大学大学院歯学研究科歯学専攻　口腔構造機能学分野　生理学講座

【目的】脊髄後角において、末梢神経障害によりミクログリアの活性化や IFN-γ発現量の上昇を引き起こすことが報告さ
れているが、そのメカニズムについては不明な単が多く残されている。そこで本研究では、口腔顔面領域における神経
障害性疼痛に対する IFN-γの関与を解明することを目的とした。
【方法】ラットの左側眼窩下神経を半結紮した IONIラットを作製した。三叉神経第 2枝領域（V2）に機械刺激を加
え、逃避反射閾値（HWT）を測定した。また、神経結紮 3日及び 21日目の三叉神経脊髄路核尾側亜核（Vc）において
Iba1（Microglia），GFAP（Astrocyte）及び NeuN（Neuron）と IFN-γ受容体（IFN-γR）の発現様式を免疫組織学的手法と
Western blot法を用いて解析した。さらに，3日間、IFN-γ、IFN-γアンタゴニスをくも膜下腔内に持続投与し、HWTの
変化を調べた。また、Vc領域から単一ニューロン活動を導出し、ニューロンの応答特性についても解析を行った。
【結果】IONIの HWTは、結紮 3，6，10，14日目において有意に低下した。また、IONIラットの Iba1陽性発現及び
GFAP陽性発現は有意に増加し、それぞれの陽性細胞に IFN-γRの陽性発現が認められた。IONIラットの IFN-γタンパ
ク量は神経結紮 3日目に有意に増加したが、21日目では増加しなかった。IFN-γの持続投与により HWTの有意な低下
が認められた。さらに、IFN-γアンタゴニスト投与により、HWTの低下が抑制された。IONIラットでは shamラットに
比較して侵害受容ニューロンの自発放電頻度および機械応答の有意な増加を認めた。
【結論】IFN-γは Vc領域で活性化されたミクログリアおよびアストロサイトに作用し、眼窩下神経障害により引き起こ
される口腔顔面の痛覚過敏に関与している可能性が示された。
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P1-5.  歯髄炎による舌痛覚過敏発症に対する三叉神経節内Macrophageの
関与

○菅野浩平1,2)、清水康平1)、篠田雅路2)、岩田幸一2)

1）日本大学歯学部歯科保存学第II講座
2）日本大学歯学部生理学講座

【目的】本研究では神経損傷時に出現する Macrophage に注目し、歯髄炎に起因する異所性痛覚過敏に対する Macrophage と TG ニュー
ロンの機能連関機構を解明することを目的とした。
【方法】深麻酔下で SD 雄性ラットの左側下顎第一臼歯 （ M1 ） を露髄させ、歯髄炎モデルを作製した。 M1 露髄後 1 日目より、浅麻
酔下にて露髄歯同側舌縁部に機械および熱刺激を与え、逃避反射閾値 （ HWT ） を計測した。 
（ 4% Fluoro Gold （ FG ） ; 5μl ） を同側舌縁部に投与し、 M1 露髄後 1 日目に灌流固定し、同側 TG を摘出した。 
TG 第三枝領域における FG 標識 Toll-like receptor 4 （ TLR4 ） 陽性ニューロン数および FG 標識 Interleukin-1 receptor I （ IL-1RI ） 陽性ニュ
ーロン数、Macrophage のマーカーである Ionized calcium binding adaptor （ Iba1 ） 陽性細胞と共発現を示す Interleukin-1β （ IL-1β ） 陽性細
胞数の変化を免疫組織化学的に解析した。
三叉神経第三枝分岐部領域に Macrophage 枯渇剤を投与して露髄前 3 日目に FG を投与し M1 露髄 1 日後に、浅麻酔下にて露髄歯同側
舌縁部に機械および熱刺激を与え、逃避反射閾値 （ HWT ） を計測後、 灌流固定し、TG 第三枝領域における FG 標識 TLR4 陽性ニュー
ロンと共発現を示す IL-1RI 陽性ニューロン数の変化を免疫組織化学的に解析した。
【結果】M1 露髄後 1 日目から 3 日目まで、同側舌縁部への機械および熱刺激に対する HWT は非露髄群に比較し有意に低下した。 
さらに露髄後 1 日目における、FG 標識 TLR4 陽性ニューロン数および FG 標識 IL-1RI 陽性ニューロン数、 Iba1 および IL-1β 共発現を
示す細胞数が有意に増加した。
また、三叉神経第三枝領域に Macrophage 枯渇剤を投与後 M1 露髄後 1 日目における同側舌縁部への機械および熱刺激に対する HWT 
低下が有意に抑制されたが、FG 標識 TLR4 陽性ニューロンと共発現を示す IL-1RI 陽性ニューロン数に有意な差は認めなかった。
【結論】以上の結果から、M1 歯髄炎に起因して三叉神経領域に発症する異所性痛覚過敏には、 TG の第三枝領域における Macrophage 
の増加に伴う IL-1β の産生亢進、それに伴う TG ニューロンにおける TLR4 および IL-1RI の発現増加が関与している可能性が示され
た。

P1-6.  星状神経節ブロックによる交感神経遮断持続時間が三叉神経麻痺の
 治療効果に与える影響の検討

○河端和音、左合徹平、松川維吹、椎葉俊司

九州歯科大学歯科侵襲制御学分野

【目的】星状神経節ブロック（SGB）は頸部交感神経を一過性に遮断することで血流を増加させ神経再生を促すため、
麻痺性疾患の治療に広く用いられている。しかし交感神経遮断時間が治療効果に与える影響については明らかになっ
ていない。そこで三叉神経麻痺患者に対して作用時間の異なる局所麻酔薬を用いて SGBを施行し、その治療効果につ
いて検討した。
【方法】九州歯科大学附属病院で外科的矯正術を受けるすべての患者に対し術前知覚検査として電流知覚閾値検査
（CPT）、電気刺激認識閾値検査（EDT）、S-Wテスト、温冷知覚閾値検査を実施し、術後同様の検査で三叉神経麻痺
と診断され SGBによる治療を希望した 22人 40神経を本研究の対象とした。
置換ブロック法による無作為割り付けを行いランダムに 1％メピバカイン使用群（M群）と 0.25％レボブピバカイン
使用群（L群）に振り分けた。
両群とも超音波ガイド下で第６頸椎横突起前結節を確認後、頚長筋内にそれぞれ 5mlを注入した。
また SGB施行前、施行後 10、20、60、120、180分後に顔面の血流量、灌流指標（ PI ）、顔面の皮膚温を測定し交感
神経遮断症状の有無を確認した。
SGB施行 10回後、術後 3ヶ月後に再度知覚検査を実施し、両群の治療効果を比較検討した。
【結果】すべての SGBで合併症は生じなかった。M群と比較して L群では交感神経遮断時間の持続が長かったが、患
者から不快症状の訴えはなかった。
SGB施行 10回後、術後 3ヶ月後の知覚検査のすべての項目において L群で有意に数値が改善した。
【結論】レボブピバカインはメピバカインと比較して高い蛋白結合率を示し作用が長時間持続するため、交感神経遮断
時間も長くなり頭頸部の末梢循環が長時間改善することで、早期からより高い神経損傷の回復効果を得ることができ
たと考えた。
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P1-7.  外傷性三叉神経麻痺に対する星状神経節ブロックの治療効果〜傾向ス
コア解析による検討〜

○左合徹平、松川維吹、河端和音、椎葉俊司

九州歯科大学　歯科侵襲制御学分野

【目的】外傷性三叉神経麻痺（t-TNP）は歯科口腔外科手術後に生じ、対応に苦慮する術後合併症の１つである。t-TNP
の治療法には内服治療や理学療法があるが、重症例では星状神経節ブロック（SGB）が施行されることが多い。SGBは
重症例に施行されることが多く、その治療効果を単純に SGB不施行例と比較することはできない。また患者に不利益を
与える可能性があるため、ランダム化試験を行うことも倫理的に困難である。今回我々は歯科口腔外科手術後に生じた
t-TNPに対する SGBの有用性について傾向スコア（PS）マッチング法を用いて検討した。
【方法】2014年 1月から 2019年 1月の間に九州歯科大学附属病院歯科麻酔科外来を受診し、t-TNPと診断され初診時か
ら 3ヶ月以上にわたり感覚閾値を観察した症例 391名 674神経を対象とし、治療内容から SGB施行（SGB）群と SGB
不施行（non-SGB）群に分類した。ステロイド内服患者、術前から三叉神経領域に知覚異常を認めていた患者、明らか
に神経が断裂していると思われる所見を示していた患者は除外した。患者背景を調整するために性別、年齢、治療開始
時の知覚低下の程度、手術の種類、損傷された神経、受傷から治療開始までの時間を共変量として PSマッチングを行い、
3ヶ月後の知覚低下の程度、異常感覚を含む神経障害性疼痛の有無を比較した。知覚低下の程度は S-Wテスト、電気刺
激認識閾値検査（EDT）、電流閾値検査（CPT）で評価した。
【結果】PSマッチング前の解析では 3ヶ月後の S-Wテスト、EDT、CPTの値と異常感覚を含む神経障害性疼痛の発生頻
度に両群で有意な差は認めなかった。PSマッチング後の解析で SGB群は non-SGB群と比較して 3ヶ月後の S-Wテスト、
EDT、CPTの値は有意に低かった。また異常感覚を含む神経障害性疼痛の発生頻度は non-SGB群で有意に高かった。
【結論】t-TNPに対する治療法として SGBは有用である。

P1-8.  星状神経節近傍への低出力半導体レーザー照射による頬部血流および
 表面温の変化　－SGBとの比較検討－

○下坂典立1,2)、大久保昌和2)、石井智浩2)、神山裕名2)、西森秀太2)、飯田　崇2)、内田貴之2)、成田紀之2)、和気裕之2)、
　小見山	道2)、牧山康秀2)、渋谷　鑛1)

1）日本大学松戸歯学部	歯科麻酔学講座
2）日本大学松戸歯学部付属病院	口・顔・頭の痛み外来

【目的】星状神経節ブロック（Stellate Ganglion Block: SGB）は頸部の交感神経節である星状神経節およびその周囲に局所麻酔
薬を注入することにより、支配領域である頭頸部、顔面、上肢、上胸部の末梢循環改善をはかる治療法として用いられている。
近年低出力レーザー光による生体組織への光刺激作用（Low Level Laser Therapy : LLLT）が注目されており、創傷治癒促進等
が報告されている。星状神経節近傍照射に有効な報告もあることから、今回 LLLTによる頬部血流および表面温の変化につ
いて、SGBとの比較検討を照射側と対側で行った。
【方法】対象は測定に承諾の得られた健康成人男子ボランティア 20名とした。LLLTは Lumix2® （ウェイブレングス社製）を
用いて、波長は 904～ 910nm、照射時間 30分、総照射エネルギー 486Jの条件で照射した。SGBは 1%メピバカイン 5mlの
注入で行った。照射および注入部位は右側第 6頸椎横突起でおこなった。血流量はレーザーミューテック ® （アドバンス社
製レーザー血流計）を、表面温はコアテンプ® （テルモ社製）を用いて、共に頬部皮膚を測定した。
血流量は照射および注入前 5分間の平均を baselineとし、照射および注入後① 5分まで、②５～ 10分、③ 10～ 15分、④
15～ 20分、⑤ 20～ 25分および⑥ 25～ 30分の 6群の 5分間平均値を、照射側と対側でそれぞれ baselineと比較した。頬
部表面温は照射および注入前を baselineとし、照射後 5分、10分、15分、20分、25分、および 30分の値を、照射側と対側
で比較した。
【結果および考察】LLLT群では血流は照射側で、③～⑥群で baselineと比較し有意な上昇が認められた。体温は照射側で、
20分後から baselineと比較し有意な上昇が認められた。SGB群では①～⑥群で血流の有意な上昇が認められた。体温は 5分
後から baselineと比較し有意な上昇が認められた。両群共反対側では血流、体温ともに有意な変化は認められなかった。
LLLTによる SGRは SGBに比較すると効果は弱いが侵襲性は低く、照射側の顔面血流増加効果が認められたことから、歯
科臨床での有用性が示唆された。
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P1-9.  ADHDを併存した難治性舌痛症に対してアリピプラゾールが奏功した
 ２症例

○髙橋香央里1)、笠原　諭2)、福田謙一3)、一戸達也1)

1）東京歯科大学　歯科麻酔学講座
2）東京大学医学部附属病院　麻酔科・痛みセンター
3）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

【目的】注意欠如多動性障害（ADHD）を併存した舌痛症患者において、ドパミン受容体部分作動薬アリピプラゾール（APZ）
が疼痛と ADHDの両方を著明に改善させた 2症例を報告する。
【症例 1】50歳女性。7年間持続する舌尖部疼痛を主訴に痛みセンターへ紹介。舌を含め身体器質的異常は認めなかっ
た。同居義母への怒りが強く、しばしばパニック状態を呈した。初診時の Hospital Anxiety and Depression Scale（HADS）、
Pain catastrophizing scale（PCS）、成人 ADHD尺度（CAARS）は全て異常高値を示し、精神科医の構造化面接で DSM-5
混合型 ADHDも診断された。APZ 6mg/日を開始すると 1ヶ月以内に疼痛寛解し、HADS、PCS、CAARSスコアが正常
化し、義母に対する怒りも消失した。
【症例 2】65歳女性。7年前より持続する口腔内疼痛と違和感を主訴に、歯科等 7つの医療機関の精査で器質的異常なく、
精神科で身体症状症と診断され治療に難渋したため、痛みセンター紹介。毎日 10回以上、夫に「患部を見てくれ」と
確認を求め、夫は疲弊した。HADS、PCS、CAARSは全て異常高値を示し、DSM-5混合型 ADHDの併存も診断した。
APZ 6mg/日の開始とともに疼痛は著明に改善し、2ヶ月後には HADS、PCS、PDAS 全て正常化した。さらにメチル
フェニデート 54mg /日の追加漸増投与により、CAARSも正常化した。
【考察】APZが舌痛症に有効とする報告があるが、効果を期待できる患者特性は明らかになっていない。今回、ADHD
を併存した舌痛症でAPZは疼痛とADHDの両方を改善させた。ADHDではドパミン神経系の機能低下が想定されており、
APZも主にドパミン神経系を賦活・安定化する。APZは ADHDを併存する舌痛症に有効である可能性が示唆された。

P1-10.  薬物療法が奏効した口腔顔面痛の11例

○桃田幸弘1）、高野栄之2）、可児耕一1）、小野信二2）、松本文博1）、青田桂子1）、益田奈緒1）、山ノ井朋子3）、金川裕子2）、
　東　雅之1,2）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野
2）徳島大学病院口腔管理センター
3）徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔学分野

【緒言】これまで歯科医ならびに口腔外科医が取り扱ってきた口腔顎顔面領域に発症する疼痛疾患の多くは歯や歯周組織
に由来する歯原性疼痛であった。これは急性かつ侵害受容性疼痛であり、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）を中心と
する薬物療法によって対応可能で、問題視されることはなかった。近年、上記以外にも非歯原性疼痛が少なからず存在
することが明らかとなった。これらは従来の薬物療法が奏効し難く、対応に苦慮する。1990年代、米国において新しい
疾患概念として口腔顔面痛（OFP）が提唱され、本邦においても、その対策は喫緊の課題とされる。今般、われわれは
薬物療法が奏効した OFPの 11例を経験したので、その概要を報告する。
【症例】患者は男性 3名、女性 8名、年齢 42～ 81歳（平均 61.4歳）であった。一次性舌痛症 6例、神経障害性疼痛 2例、
特発性歯痛 1例、舌咽神経痛 1例および典型的三叉神経痛 1例に対して、プレガバリン・トラマドール塩酸塩 /アセト
アミノフェン配合錠・加工附子末製剤・アミトリプチリン塩酸塩・五苓散などが投与された。痛みは緩解または消失した。
特記すべき有害事象は認められなかった。
【考察】これら薬物の作用機序（ニューロトランスミッターの放出抑制・下行性抑制系の賦活・オピオイド受容体に対す
るアゴニスト作用など）と有害事象（浮動性眩暈・傾眠・悪心・口渇・不整脈など）を考察した。
【結論】OFPに対する薬物療法の有用性が示唆された。



100 101

P1-11.  不眠症に対してエチゾラム内服をしていた舌痛症および口腔乾燥症
併発患者に漢方療法が奏効した症例

○千堂良造1)、山口孝二郎2)、真鍋庸三1)、山形和彰1)、山下　薫1)、糀谷　淳1)、杉村光隆1)

1）鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　歯科麻酔全身管理学分野
2）昭和大学医学部　生理学講座生体制御学部門

【目的】舌痛症は原因不明の疾患であり、多くの緩和療法が用いられる。今回、エチゾラム内服中の舌痛症・口腔
乾燥症併発に対して漢方療法が奏効した症例を経験したので報告する。
【症例】83 歳、女性。主訴：舌の先がピリピリする。口が渇く。現病歴：半年前より契機なく発症した主訴に対し
3 ヶ月前より歯科通院したが、症状改善せず当科受診となった。現症：VAS（疼痛）64mm、舌にピリピリとした
灼熱痛、就寝時や何かに集中している時以外の持続した疼痛。サクソンテスト 0.6g /2 分と低値。心理検査：CMI
領域 Ⅱ、身体的自覚症で疲労度が高い、STAI 状態不安 55（Ⅴ 段階）特性不安 69（Ⅴ 段階）、SDS 59（神経症～う
つ病）。既往歴：高血圧症、骨粗鬆症、不眠症でエチゾラムなどを内服中。東洋医学的所見：自覚症状として手足
倦怠、味覚低下あり。舌診：舌苔は薄く乾燥傾向で、溝状舌、舌尖部の軽度発赤 ( 瘀点 ) あり、腹診：右胸脇苦満
あり。
【結果】補中益気湯合当帰芍薬散を開始し、2 ヶ月で VAS:4mm に低下した。8 ヶ月目には VAS:1mm とコントロー
ル良好となった。その後、加味逍遙散に変更し、9ヶ月目にサクソンテスト 1.34g /2分となり、口腔乾燥症は改善し、
エチゾラム廃薬となった。
【結論】補中益気湯は、脾胃を補い元気を益す薬で、手足倦怠・言語軽微・眼勢無力・口中生白沫・失食味・好熱物・
当臍動悸・脉散大而無力のうち 2～ 3症状あれば用いられ、薬理作用は「コルチゾールの正常化」、「免疫系の改善」
が報告されている。東洋医学では「不栄則痛」という概念があり、本症例では「不栄」すなわち気血両虚に補中益
気湯合当帰芍薬散が奏効したと推察された。舌痛症は様々な病態が推測されており緩和療法が主体だが、西洋医学
とは異なる観点から病態に応じて処方される漢方療法は有効な手段の一つと考えられた。

P1-12.  矯正治療後に末梢性神経障害性疼痛を生じたと考えられる１症例

○水永潤子、福田謙一

東京歯科大学水道橋病院　口腔健康科学講座　障害者歯科・口腔顔面痛研究室

今回我々は矯正治療後に神経障害性疼痛が生じたと考えられる症例を経験したので報告する。
症例は 38 歳の女性。基礎疾患はなく、全身的な既往歴も特記事項はない。9年前から 2年間かけて開業医で矯正治療を
受けてから、口腔内に冷感と痺れを伴った痛みが生じ、現在も症状が継続しているという。
口腔内は視診では異常はなく、矯正治療以外に上記の症状を引き起こしそうなエピソードはなかったが、咬頭嵌合位を
とらせると上下左右 6番歯のみが接触している状態だった。上下顎前歯部、硬口蓋前方部に冷感としびれを訴えており、
触診すると実際に冷たかったが、触診で痛み症状の増悪は認められなかった。開業医から送られてきたパノラマ X 線写
真からは上下顎 6前歯に顕著な歯根吸収が認められた。
初診時よりプレガバリンを 25mg/day 処方。一週間おきに 25mg ずつ増量していったところ、75mg/day より症状減退して
いき、現在 200mg/day で痛みと痺れは消退している。
冷感に対しては 3 回目来院時よりプレガバリンに加え、桂枝加朮附湯を処方したところ、改善があった。
本症例は矯正治療の歯根移動による何らかの末梢性神経障害性疼痛と、不正咬合による歯根膜の廃用性萎縮による血流
障害がオーバーラップしたものと考えられた。
それぞれの病因に対して適切なアプローチを行うことで、良好なペインコントロールが得られた。
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P1-13.  下顎智歯周囲炎により下歯槽神経に有痛性ニューロパチーが生じた１例

○本間風花1)、莇生田整治1)、吉見洋志2)、中川種昭1)、和嶋浩一1,2)

1）慶應義塾大学病院医学部歯科・口腔外科学教室
2）吉見歯科クリニック

【目的】下顎智歯周囲炎により下歯槽神経に有痛性ニューロパチーを生じた 1例を報告する。
【症例】57歳女性。現病歴 :X年 1月、A歯科医院にて、齲蝕治療のため┗ 7の抜髄を行ったが、その後自発痛が持続す
るようになった。X年 6月、┏ 8に違和感を生じ、B歯科医院にて┏ 7遠心歯周ポケットの排膿を指摘された。抜歯適
応にて C大学病院を紹介されるが下顎管との近接のため抜歯不能と判断された。X年 9月、紹介元の口腔顔面痛クリニ
ックを受診、歯周ポケットの排膿は継続しており洗浄・抗菌薬の局所投与を行ったところ、排膿は改善したが持続痛は
変化しなかった。また、┗ 7は、根管充填済みで打診痛と周囲歯肉に Allodyniaを認めた。オトガイ部の感覚鈍磨はなか
った。
【診断】┏ 8智歯周囲炎による左側三叉神経第 3枝の有痛性ニューロパチー、および有痛性ニューロパチーによる第 2枝
領域の過敏化の疑い。
【治療および経過】プレガバリンの内服を開始、100mg/日まで漸増したところ、持続痛と歯肉のアロディニアは改善した。
その後、X年 10月、智歯抜歯目的に当科を紹介受診となり、全身麻酔下に┏ 8抜歯術を施行した。しかし、術後約 1か
月で痛みが再燃し、再び紹介元の口腔顔面痛クリニックにてプレガバリンを開始した。100mg/日まで漸増するも効果な
く、アミトリプチリンを 80mgまで併用したところ疼痛は改善し、現在内服を継続中である。
【考察】本症例では、埋伏智歯が慢性的に周囲炎を生じ、歯冠が下歯槽管と近接していたため、炎症刺激が下歯槽神経を
刺激して有痛性ニューロパチーを引き起こしたと考えられる。根管治療中の┗ 7が経過不良になったのは、三叉神経第
3枝の有痛性ニューロパチーにより第 2枝領域に過敏化が生じたためと考えられ、症状が複雑化し、原因の診断が困難
となった。埋伏智歯周囲炎により下歯槽神経に有痛性ニューロパチーを生ずることが示唆された。

P1-14.  起床時の顎関節症症状、歯痛に対し、スプリント療法の咬合面形態を
 工夫し対応した２症例

○島田　淳

医療法人社団グリーンデンタルクリニック

【目的】起床時の顎関節症症状に対しスプリント療法を用いることについての是非については諸説あるが、一般臨床にお
いてスプリント療法を選択せざるを得ないのが現状である。しかし、起床時の症状についてスプリント療法が必ずしも
効果があるわけではない。今回、起床時の顎関節症症状、歯痛に対して、顎関節、歯の保護という観点から咬合面形態
を考え、効果を得た 2症例を供覧し、スプリントの役割について考えることを目的とする。
【症例】症例 1：44歳女性、主訴：開口時左側顎関節痛。現病歴：4年前、他院にて歯の咬耗を指摘され、歯の保護のた
めソフト型スプリント使用。その後より左側顎関節痛、顎関節音が出現。現症：無痛開口量 40㎜、有痛最大開口量 45㎜、
開口時左側クレピタス、左側顎関節痛、睡眠時ブラキシズムの自覚あり。診断：左側顎関節痛障害、関節円板障害、変
形性顎関節症。症例 2：32歳女性、主訴：起床時の顎関節痛、頭痛、歯の痛み、現病歴：1年前より起床時に顎と歯が
痛くなり、他院にてスプリント製作、その後、顎関節症症状、歯痛が悪化、頭痛も出現した。現症：開口量 50㎜、左側
咬筋痛あり、左側咬筋、側頭筋に圧痛、診断：左側咀嚼筋痛障害
【結果】症例１：スタビリゼイション型スプリントを用いるが起床時の痛みが改善しないため、顎関節の負荷軽減を目的
とした前方整位型スプリントに変えることで症状は消失した。症例 2　起床時の症状に対し、犬歯誘導型スタビリゼイ
ション型スプリント、前方整位型スプリントを用いるも症状改善しないため、極力ガイドのないスタビリゼイション型
スプリントにすることで症状は消失した。
【結論】スプリント療法により消失しない起床時の症状に対し、顎関節、歯の保護という観点から、スプリントの咬合面
形態を考慮することで良好な結果を得る可能性があると思われた。
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P1-16.  顎の痛みから発現し当科受診までに視覚障害を生じた巨細胞性動脈炎の
 １例

○桒原正浩1)、臼田　頌1)、清水博之1)、高橋　萌1)、黄地健仁1,2)、西須大徳3,4)、池田浩子4)、莇生田整冶1)、中川種昭1)、
　村岡　渡1,5)

1）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
2）Developmental	Biology,	Harvard	School	of	Dental	Medicine	/	Harvard	Stem	Cell	Institute	
3）愛知医科大学痛みセンター
4）日野市立病院歯科口腔外科	
5）川崎市立井田病院歯科口腔外科

【目的】持続性の中等度の鈍痛や咀嚼時痛という，筋・筋膜性疼痛様の所見を呈する疾患の一つに、巨細胞性動脈炎がある。
今回、われわれは、顎の痛みの訴えから当科受診までの間に失明を生じた巨細胞性動脈炎の患者を経験したので報告する。
【症例】89歳、女性、当科にて歯周病の長期メンテナンス中であった患者。Ｘ年 1月 18日に顎の痛みのため口が開きに
くいとの電話があり 1月 22日の予約を取得した。しかし、1月 19日に両側視野低下を自覚、21日に症状増悪のため近
眼科を受診、当院眼科へ紹介された。視神経乳頭浮腫による視神経障害の診断下で緊急入院となり、ステロイド投与が
開始された。1月 22日に当科を受診時には視力が消失していた。食事中に顎の疲労感と痛みが増加する顎跛行の所見を
認め、触診にて浅側頭動脈の怒張を確認し、視覚障害と併せ巨細胞性動脈炎が疑われた。眼科、リウマチ・膠原病内科
と連携・精査を行ったところ、血液検査で ESR 118mm/h と高値を認め、浅側頭動脈の生検にて、動脈壁に CD68陽性を
示す組織球浸潤と内弾性板の破壊を認め、巨細胞性動脈炎と確定診断された。
【結果】当院リウマチ・膠原病内科にてステロイドパルス療法（PSL1g 3days）、トシリズマブ皮下注射併用療法を施行。
その後、経口ステロイド療法（PSL35mgから開始）へ移行、４か月かけてステロイドを漸減し、現在 PSL4mgにて経過
観察中、視力については若干の改善傾向を認めている。
【結論】巨細胞性動脈炎は 10万人に 1.4人と比較的まれな指定難病ではあるが、失明に至ることもある内科的緊急疾患
である。約半数で顎跛行を生じ、本症例のように顎の症状を主訴に歯科口腔外科を受診する可能性は高く、頭蓋内病変
などの Red Flagと呼ばれる疾患群と合わせ、常に病態の特徴を頭に入れて鑑別を行うべきである。

P1-15.  持続性特発性顔面痛と誤認した持続性片側頭痛の一例

○池田浩子1,2)、井川雅子1,3)、高森康次1)

1）静岡市立清水病院口腔外科　
2）日野市立病院口腔外科		
3）国際医療福祉大学三田病院口腔外科

【目的】持続性片側頭痛（hemicrania continua:HC）は、国際頭痛分類第 3版の三叉神経・自律神経性頭痛（Trigeminal 
autonomic cephalalgias :TACs）に属する一次性頭痛であり、持続性疼痛と増悪時の発作性疼痛の 2種類の痛みがあること
を特徴とする。発作性疼痛が生じるタイミングや持続時間には規則性がなく、自律神経症状も他の TACsに比較し不明
瞭であるため、診断に苦慮することがある。今回、持続性特発性顔面痛と誤認した、HCの症例を経験したので報告する。
【症例】46歳、男性。
X-3年：左側眼窩部の持続性疼痛および左眼窩部～側頭部、後頭部にかけての発作性疼痛が発現した。複数の頭痛専門
医や総合病院脳神経内科で精査を繰り返し、いずれも器質的異常がないことから群発頭痛と診断されていたが、トリプ
タンでは痛みは改善しなかった。
X年 3月：当科を初診。器質的異常がないことから持続性特発性顔面痛と診断しアミトリプチリンを開始・漸増したと
ころ、9月に 100mg/日で疼痛は消失した。
X年 10月：持続性疼痛と入れ替わるように、夜間 4-5時間にわたる群発頭痛様の激痛発作が頻回に発現するようになっ
た。発作中に患側の前額部に著明な発汗が生じることや、HCの特徴である「目の中の異物感」や「jabs and jolts」が存
在することが新たにわかったため、診断を HCと改め、インドメタシン 75mg/日を開始した。アミトリプチリンは漸減し、
脳神経内科に併診を依頼したところ、トピラマート、カルバマゼピンなどが追加処方されたが、いずれも著明な眠気と
倦怠感で日常生活に支障を来したため中断となった。一方で、アミトリプチリンを減量すると持続性疼痛の増悪が、胃
腸障害によりインドメタシンを減量すると発作性疼痛の増悪が生じることがわかり、最終的にインドメタシン 75mg/日
+アミトリプチリン 100mg/日で両者を自制内とすることができた。
【結論】HCは多彩な臨床像を示すため、群発頭痛や持続性特発性顔面痛との鑑別が必要である。
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P1-17.  悪性リンパ腫に起因したオトガイ部感覚障害と開口障害の１例

○中村美穂、野口智康、福田謙一

東京歯科大学水道橋病院　口腔健康科学講座　障害者歯科・口腔顔面痛研究室

【目的】開口障害は日々の診療において高頻度に遭遇し、筋骨格系の障害や炎症以外の原因は稀である。また、オトガイ
部の感覚障害も医原性の下歯槽神経損傷以外の原因は稀である。本症例はその原因が悪性リンパ腫であり、稀なケース
であったため報告する。
【症例】55歳女性。「顎が痛くて口が開かない、左顔面が痺れている」を主訴に、来院した。1カ月前に近医で上顎左側
第一大臼歯の感染根管治療後、頬から下顎下縁にかけて痺れと開口障害を自覚し、口腔外科を受診したところ神経痛と
診断され神経内科の受診を勧められる。神経内科で三叉神経痛と診断され、カルバマゼピンを処方されるも症状改善は
みられなかった。近医からの紹介により当科来院した。
【結果】開口量は 2横指で、開口時痛を認めた。筋触診では顕著な痛みは生じなかった。血液検査では白血球数の軽度低
下と血沈、CRPの上昇を認めた。MRI検査では左側内側翼突筋と外側翼突筋の炎症性肥大が認められた。S−Wモノフィ
ラメントを用いた精密触覚機能検査は左側下唇枝で 5.46～ 6.10 （gf/mm）であった。カルバマゼピンを休薬し、抗生剤
投与を開始した。症状を引き起こす原因が不明のため、医科の総合病院に紹介したところ悪性リンパ腫であること、す
なわち顎骨髄浸潤による神経圧迫が原因である Numb chin症候群であることが判明した。
【結論】悪性リンパ腫による開口障害と末梢性神経障害を経験した。口腔内や頭頸部に明らかな原因が認められない場合
は、悪性腫瘍の red flagも考慮した迅速な対応が必要である。

P1-18.  顔面痛と開口障害を主訴として来院した1症例

○池田真理子1,2)	、岡田明子1,2)、高根沢大樹1,2)、西原千紗1,2)、今村佳樹1,2)

1）日本大学歯学部口腔診断学講座
2）日本大学歯学部付属歯科病院ペインクリニック科

【目的】顎関節の障害により顔面の激痛が生じた 1例を経験したので報告したい。
【症例】患者は 80歳女性、強い右側顔面痛と開口障害が生じ、近医歯科医院を受診するも口腔内に異常はなく、当科へ
紹介された。痛みは強く、鎮痛剤を服用しないと痛くて我慢できない状態であり、開口障害により食事も困難であった。
右側顎関節部が腫脹しており、顕著な圧痛を認めた。右側咬筋に弱い圧痛があり、最大開口量は 7mmであった。パノラ
マ X線写真では、両側下顎頭の変形と右側関節結節前方部に類円形の骨様不透化像を認めた。MRI検査では、両側下顎
頭の変形、関節円板の復位を伴わない高度の前方転移を認めた。初診時に手指関節の変形を認めたため、関節リウマチ
を疑い某大学病院膠原病科へ紹介したところ、関節リウマチは否定されたが、変形性関節炎と結節性偽痛風疑いと診断
された。パノラマ X線写真上の骨様不透化像は、結節性偽痛風によるピロリン酸カルシウム結晶沈着の可能性が考えら
れた。しかし、偽痛風の確定診断には、関節腫脹時に関節穿刺をする必要があるが、膠原病科受診時には腫脹がなかっ
たため経過観察となった。患者は鎮痛剤の服用と安静により徐々に症状は寛解していき、約 1週間後には顎関節部の腫
脹と疼痛は完全に消失し、最大開口量は 25mmとなった。その後、TCHの是正、開口訓練、咀嚼筋ストレッチを開始し、
最大開口量は 35mmとなった。症状は全て消失し、患者も保存的治療を強く希望したため定期的な経過観察を続けている。
今後、発熱や関節部の腫脹が出現すれば偽痛風の精密検査を行う予定である。
【結果】結節性偽痛風や変形性顎関節症などにより顎関節炎が生じ、強い顔面痛と開口障害が生じたと考えられた。
【結論】顎関節の障害を引き起こす疾患は様々あるが、結節性偽痛風による顎関節炎も視野に入れて診断する必要がある
と思われた。
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P1-19.  Cracked Tooth Syndromeに誘発され顕性化した類上皮囊胞による
 二次性三叉神経痛の一症例

○八幡裕志1)、吉見洋志1)、高橋　充1)、和嶋浩一1,2)、

1）浦和吉見歯科クリニック
2）慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室

【目的】Cracked Tooth Syndromeによる歯痛に誘発され、顕性化したと思われる類上皮嚢胞による二次性三叉神経痛例を
経験したので報告する。
【症例】41歳女性、主訴：咀嚼時の激しい歯痛　現病歴：本院受診半年前から、右側下顎に発作性の疼痛が短期間続く
ことが数回あった。１ヶ月前から、右側咀嚼時に発作性の一瞬の激痛が生ずるために来院。既往歴：パニック発作によ
り心療内科に通院中、10年以上前から、くも膜嚢胞と診断され、脳神経外科にて経過観察していたが、ここ数年は受診
していなかった。現症：右側下顎第一大臼歯近心辺縁隆線に褐線が認められ、探針で機械的に刺激すると発作性の激痛
が生じた。この痛みは咀嚼時の激痛と近似するものであった。電気歯髄診断では生活反応が認められた。
【診断】右下第一大臼歯 Cracked tooth Syndrome 処置、経過： 充填物除去すると近心壁に髄腔に達する亀裂が確認され、
髄腔には歯髄組織はなく、近心根管に腐敗臭、遠心根根尖部に歯髄組織を確認し、処置した。再診時、咀嚼時の痛みは
無いが、洗顔、歯ブラシ時に右側下唇を刺激すると以前よりは弱い数秒持続する激痛が生ずることが判った。修正診断：
右側第 3枝三叉神経痛　経過：既往歴にくも膜嚢胞があったことから、頭蓋内の占拠性病変による二次性三叉神経痛を
疑い大学病院脳神経外科に紹介した。頭部MRIで右小脳橋角部に占拠性病変を認めた。類上皮嚢胞の疑いで予定手術と
なっていたが、疼痛発作によりパニック障害が再燃し緊急手術となった。開頭腫瘍摘出術にて三叉神経根周囲の類上皮
嚢胞を摘出した。その後、臨床症状は消失した。
【考察】本症例は二次性三叉神経痛が以前から生じていたが、Cracked tooth syndromeの痛みに誘発されて顕性化した可能
性がある。同一部位に異なる病態による発作痛が生じた稀な症例で慎重な診断の必要性が示された。

P1-20.  耳前部腫脹と帯状疱疹を生じたメトトレキサート関連リンパ増殖性
疾患の１例

○浅野崇浩、矢島祥助、村岡　渡

川崎市立井田病院歯科口腔外科

【目的】近年、関節リウマチ等の治療に用いられる免疫抑制作用を持つ抗リウマチ薬とリンパ増殖性疾患 /リンパ腫に対
する影響が注目されている。今回われわれは、シェーグレン症候群および関節リウマチで当院通院中に、帯状疱疹と耳
下腺腫脹による疼痛のため当科を受診し、メトトレキサート（以下MTX）関連リンパ増殖性疾患と診断された症例を経
験したので報告する。
【症例】69歳、女性、【主訴】左耳前部の疼痛および腫脹。
【現病歴】2年前からシェーグレン症候群にて当科通院中。X年 8月 1日から上記自覚。8月 3日、左鼻翼下に水疱出現。
8月 6日、当科受診。
【既往歴】17年前より関節リウマチ（翌年からMTX使用開始、現在、MTX 8mg/週、プレドニゾロン 5mg/日、アレン
ドロン酸 35mg/週）、シェーグレン症候群（当科よりピロカルピン塩酸塩）
【現症】発熱なし。左鼻翼下に水疱、左耳前部の硬結、圧痛を認めた。口腔粘膜炎はなかった。CT画像にて左耳下腺内
に約 20㎜の軟部構造と腫脹を認めた。血液検査にて炎症所見なし。
【初診時診断】左三叉神経第 2枝帯状疱疹およびシェーグレン症候群による左耳下腺炎疑い
【臨床経過】帯状疱疹に対してバラシクロビル 3000mg/day内服を開始。1週間で帯状疱疹はほぼ改善したが、左耳前部
腫脹は残存。耳下腺部造影MRIにより悪性リンパ腫が疑われ、耳鼻咽喉科による生検の結果、MTX関連リンパ増殖性
疾患（びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫）と確定診断された。血液内科にて R-CHOP療法を実施し、現在、経過良好
である。
【考察】関節リウマチ等の治療に対するMTX投与は、口内炎や帯状疱疹発症の危険因子とされている。MTXをはじめ
とした免疫抑制薬使用中の自己免疫疾患患者が口腔顔面領域に痛みを生じた際には、帯状疱疹や悪性リンパ腫などさま
ざまな鑑別疾患を考慮し関連他科と連携し慎重に対応することが重要である。
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P2-21.  Burning mouth syndrome患者における咀嚼運動と疼痛抑制の関係

○関根尚彦、岡田明子、青野　楓、田中玲那、西原千紗、渡邉広輔、渡邉　諒、篠崎貴弘、今村佳樹

日本大学歯学部口腔診断学講座

【目的】Burning mouth syndrome （BMS）は口腔粘膜に生じる原因不明の疼痛疾患である。不思議なことに食事中は痛み
を訴えず、ガムを咀嚼して痛みを抑えている例も多いが、その疼痛抑制機構は全く分かっていない。我々は、BMS患者
における咀嚼時の疼痛抑制の機序を調べることを目的とした。
【方法】対象は BMS患者群 29名と健常群 25名の女性。両群とも無味無臭ガムを用いたガム咀嚼 5分群とガム咀嚼 20
分群に無作為に分け、さらにガム咀嚼 20分群は咬合接触を伴わない咀嚼運動（エア咀嚼）を行わせた。介入前後の疼痛
強度を Visual Analog Scale（VAS）値を用い、血漿カテコラミン類、セロトニン、プロゲステロン濃度の変化を調べた。
【結果】BMS群の VAS値はエア咀嚼とガム咀嚼により有意な減少を示した。また、安静時における BMS群と健常群の
カテコラミン類濃度に差はなかった。BMS群のアドレナリン、ドーパミンおよびセロトニン濃度はエア咀嚼により変化
を認めなかったが、ガム咀嚼後に有意な減少を示した。健常群のアドレナリンはエア咀嚼とガム咀嚼後に有意な減少を
示したが、ドーパミンおよびセロトニンは変化を認めなかった。プロゲステロン濃度は両群とも有意な変化はなかった。
【考察】咀嚼運動により BMS患者の疼痛が強く抑制された。BMS患者においてガム咀嚼を 20分持続することにより、
末梢発痛物質であるセロトニンが減少する可能性が示唆された。また、健常者では咀嚼運動のリラックス効果などによ
りアドレナリンが減少したと考えられるが、BMS患者では咀嚼運動だけでは低下しにくく、ガムを介した確実な咀嚼運
動によりアドレナリンが減少したと思われた。以上より、セロトニンやアドレナリンの減少は、ガム咀嚼による鎮痛作
用に関与している可能性が示唆されたが、BMS患者特有の作用ではないことが分かった。

P2-22.  閉経後バーニングマウス症候群患者における舌の感覚に関する研究

○西原千紗1)、野間　昇1,2)、関根尚彦1,2)、小笹佳奈1)、池田真理子1,2)、

1）日本大学歯学部　口腔診断学講座
2）日本大学歯学部付属歯科病院　ペインクリニック科

【緒言（目的）】バーニングマウス症候群（以下 BMS）は、口腔内の灼熱感を伴った疼痛を主症状とする原因不明の症
候群である。BMS が閉経後の女性に後発する事実から，性ホルモンと BMS発症の関係が疑われるが，性ホルモンの
働きに関する研究は多くはない。本研究では BMSの病態を明らかにするため、閉経前後の BMS患者に対する舌と前
腕部皮膚の体性感覚機能の違いについて検討した。
【材料（対象）・方法】本研究では BMS患者群（女性 35名，58.8±14.2歳）と健康ボランティア（女性 32名，49±7.1歳）
を、それぞれ閉経前・後で 4群に分けた。検査部位は舌尖部および前腕内側部の 2ヶ所に対して定量感覚試験（QST）
を実施した。検査項目に関しては、ドイツ神経障害性疼痛ネットワーク（DFNS）プロトコールに準じた検査法を用い、
冷覚認識検査（CDT）・温覚認識検査（WDT）・温冷変調識別閾値（TSL）・錯温覚検査（PHS）・冷痛覚閾値（CPT）・
温痛覚閾値（HPT）・触覚識別閾値（MDT）・機械痛覚閾値（MPT）・振動感覚認識閾値（VDT）・圧痛閾値検査（PPT）・
ワインドアップ率（WUR）・SRファンクション（MPS・ALL）の 12種類の温熱的または機械的刺激を行った。検査
結果に対して、BMS群及び健康ボランティアで閉経前（女性 8名 , 41±6.6歳）と閉経後（女性 27名 , 64±11.3歳）の
患者群に分けて舌尖部と前腕部の感覚のデータ比較検討を行った。
【結果】舌尖部の QST結果は、MDTでは健康ボランティアと比較し，閉経前群において有意に高値を示した。閉経後
群において TSL, CPTおよびMPSでは有意に高い値を示した。一方，前腕部のQST結果は，健康ボランティアと比較し，
閉経後群において TSLで有意に高値を示した。
【結論】①閉経後 BMS患者の感覚変調は、閉経前に比較し多くみられた。
② BMS患者の閉経前後両群において前腕部より舌尖部において感覚機能の変調を認めた。
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P2-24.  口腔インプラント手術後の感覚神経障害患者の実態

○國奥有希、加藤栄助、添田　萌、野口智康、中村美穂、柏木航介、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

【目的】口腔インプラント手術にはしばしば感覚神経を損傷するリスクがある。もし事故が発生した場合、患者の心理的
疲弊は計りしれない。今回我々は口腔インプラント手術後に感覚神経症状を訴える患者の状況を調査、集計したので報
告する。
【方法】対象は口腔インプラント手術後の感覚神経障害を主訴に当院口腔顔面痛みセンターへ 2018年 4月から 2019年

3月までの 1年間で来院した患者 21名とした。調査項目はカルテをもとに患者背景、HospitalAnxiety & DepressionScales 
（HADS）、State-TraitAnxietyInventory （STAI）、自覚症状、処置内容、予後とした。
【結果】対象は男性 3名女性 18名であった。部位は左 10例、右 11例で左右差は認められなかったが上顎 1例、下顎 20
例で圧倒的に下顎が多かった。症状の訴えで多い順に「しびれ」19例、「痛み」「ピリピリ」「ビリビリ」が 10例ずつ、「鈍
い」8例、「絶えず気になる痛み」7例であった。「痛み」と「絶えず気になる痛み」を訴えた例では全員が STAI状態不
安得点で「高い」群と「非常に高い」群であった。対象患者の HADSは Anxiety：6.47±4.68, Depression:5.59±4.30であっ
た。対象患者全 21例で近赤外線療法が施行されていた。星状神経節ブロックは 11例で施行され、うち 10例は受傷後 2
年以内であった。精密触覚機能検査は全体の 13名（62%）で施行され、健側と差がなかった症例が 11例（85%）あった。
点滴療法は 7名で施行され、リドカインとマグネシウムが投与されていた。受診期間の平均は 33か月で最長は 144か月
であった。主観的予後として症状完治は 1例、初診時より改善がみられるは 8例、変化なしは 9例であった。
【結論】感覚神経障害後の症状は不安を感じるものが多く、受診期間も長いが、症状の改善を感じられるのは全体の 50%
に過ぎず、決して予後が良好とは言えなかった。歯科医師は口腔インプラント手術を行う際に、伴うリスクに細心の注
意を図るべきである。

P2-23.  BMSにおける侵害性温度刺激に対する conditioned pain modulation の
変調

○小笹佳奈1)、野間　昇1,2)、関根尚彦1,2)、	高根沢大樹1,2)、西原千沙1,2)、今村佳樹1,2)

1）日本大学歯学部	口腔診断学講座
2）日本大学歯学部付属歯科病院	ペインクリニック科

【目的】バーニングマウス症候群（BMS）は舌や歯肉、口蓋粘膜等に器質的な障害が認められないにもかかわらず慢
性的な疼痛や違和感を訴える歯科固有の疾患である。本研究では、BMS患者と健康ボランティアにおいて temporal 
summation （TS） と conditioned pain modulation （CPM） を観察した。
【方法】BMS患者 15名（56.1±10.6歳） と 健康ボランティア女性 25名（48.5±6.6 歳）を対象に、右側下口唇に表皮内 電
気刺激（IES）を用いてテスト刺激を行った。なお刺激は、単発刺激で患者の自覚する刺激強度が numerical rating scale 
（NRS） で 20-30/100 となるように調節した。一方、条件刺激としては、左側手掌にペルチェ素子を用いて温熱刺激 （40℃、
47℃）を加え、CPM効果を検討した。口唇部のテスト刺激に対する主観的評価は単発および 10回連続刺激後に行い、
単発刺激時の NRSと 10回連続刺激後の NRSの差をもって、TS を算出した。左側手掌に 40℃と 47℃の条件刺激を与
えている間、口唇部へは IESの刺激を加えた。条件刺激終了直後に、NRSを用いて主観的評価を測定し、CPM の評価を
行った。
【結果】TSは BMS群（27.8±8.1；単発、50.5±20.7；10回連続刺激）と健康ボランティア群（26.8±4.9；単発、49.0± 

11.1；10回連続刺激）の両方 で観察された。 健康ボランティアにおいて CPMは 40℃非侵害性条件刺激と比較して 47 
℃侵害性条件刺激において有意に増強したが （p=0.049）、BMS群において CPMは 40℃非侵害性条件刺激と 47℃侵害
性条件刺激との間に有意な差はみられなかった （p>0.999） 。
【結論】これらの結果は、BMS患者は健康ボランティアに比較して下降性 疼痛抑制が欠如している可能性を示している。
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P2-26.  矯正装置の装着が睡眠時ブラキシズムへ及ぼす影響

○岩本早織1)、	飯田	崇2)、小見山	道2)、葛西一貴1)

１）日本大学松戸歯学部　歯科矯正学講座
２）日本大学松戸歯学部　顎口腔機能治療学分野

【目的】咀嚼筋の筋・筋膜痛の発現因子と考えられる睡眠時ブラキシズムのメカニズムおよび矯正装置装着後に生じる
顎口腔領域への影響を解明することを目的とし、貼付型簡易式筋電計を用いて睡眠中の側頭筋筋活動を測定し、矯正
装置の装着が睡眠時ブラキシズムの発現に及ぼす影響を検討した。
【方法】被験者は ,顎口腔機能に異常を認めない 18名（平均年齢 26歳 ±2歳）とし、患者群 ,対照群の 2群間に分類した。
患者群はマルチブラケット装置（MB）を用いた矯正治療を行う患者 6名、対照群は矯正治療を行う予定のない 12名
とした。
睡眠時ブラキシズムの測定は貼付型簡易式筋電計を用いた側頭筋筋活動とした。患者群における睡眠時ブラキシズム
の測定は MB装着前の連続した 7日間の睡眠中および MB装着直後の連続した 7日間の睡眠中とした。対照群におけ
る睡眠時ブラキシズムの測定は 2回の連続した 7日間の睡眠中とした。全被験者は質問票として PHQ-9、PHQ-15、
GAD-7の聴取を睡眠時ブラキシズム計測期間中に行った。
【結果】患者群における睡眠時ブラキシズムのイベント数は MB装着前は 18.8±8.1回 /hour,装着後は 14.5±4.9回 /hour
であった。患者群における MB装着後 2、3、4日目の睡眠時ブラキシズムのイベント数は MB装着前 2、3、4日目と
比較して有意な減少を認めた（P<0.05）。
対照群における睡眠時ブラキシズムのイベント数は 1回目の測定にて 14.1±9.1回 /hour, 2回目の測定にて 11.4±7.3回 /
hourであり、2回の測定間に有意差を認めなかった（P=0.72）。全被験者の PHQ-9、PHQ-15、GAD-7のスコアは正常
範囲内であった。
【結論】矯正装置の装着直後に生じる疼痛や違和感が睡眠時ブラキシズムの発現に影響を及ぼす可能性が示唆された。

P2-25.  中枢性感作の評価におけるwind-upの臨床的有用性

○森口大輔、林　暁雨、久山晃太朗、小石由紀子、仙崎勇輝、高岡亮太、石垣尚一、矢谷博文

大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野

【背景および目的】Wind-upは中枢性感作の評価に有用とされているが、疼痛閾値を超える刺激強度であれば、中枢性
感作の有無にかかわらず wind-upが生じる可能性があることから、刺激条件の設定が臨床的に重要となる。本研究では、
wind-upが中枢性感作の評価に臨床上有用であるかを検証するため、熱刺激時の刺激面積、刺激強度、aftersensationに
ついて検討した。
【方法】被験者（男性 40名、女性 64名）にコンピュータ制御温度刺激装置（PATHWAY、MedocLtd、Israel）を用いて
dynamicQSTを行った。熱疼痛閾値（PT℃）は調節法により測定した。測定部位は非利き手側母指球とし、時間的加重
による疼痛強度の変化を Computerized VAS （Co-VAS）により記録した。刺激温度は、PT℃、PT+1℃および PT+2℃と
し、各々 2秒間隔で 10回連続刺激し、pain intensity（PIn：n回目刺激のピークから n+1回目刺激のピークまでの Co-
VASの積分値）、wind-up intensity （WUi:PIn-PI1の最大値）、wind-up frequency （WUf:PIn+1＞ PInであった回数）、after 
sensation（AS:刺激終了後に基準温度に戻った時点から痛みが消失するまでの時間）を算出した。刺激の反復による
pain intensityへの経時的影響を混合効果モデルで評価した。
【結果】熱刺激面積は、30mm×30mmが 16mm×16mmより、刺激温度間の差異が明瞭であった。PT℃では PIは有意に
増加しなかったが、PT+1℃、PT+2℃では、PIは有意に増加した	（p<.0001）。WUiはWUfと有意な正の相関を示した（r
＝ .699~.824）。WUiおよびWUfは ASと有意な正の相関を示したが	（r＝ .591~.719）、心理的因子や臨床症状との相関
は弱かった	（r＝ -.126~.324）。
【結論】Wind-upを調べるためには、調節法で求めた疼痛閾値を基準として刺激強度を決定すべきであること、熱刺激
時には刺激面積を十分確保することが重要であることが示された。また、WUiおよびWUfは、心理的因子や臨床症状
とは独立した変数として解析すべきであることも示された。Wind-upの評価パラメータとしてはWUiが一般的だが、
今回用いたWUfと ASはともにWUiと相関しており、いずれも中枢性感作のバイオマーカーとなり得ることが示唆さ
れた。
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P2-28.  Pretrigeminal neuralgiaと術後再発三叉神経痛は同じ病態？

○北原功雄

北総白井病院　脳神経外科

【目的】三叉神経前駆症と術後再発三叉神経痛は、典型的発作痛を認めない、一部持続性疼痛で発症し、最終的に典型的
三叉神経痛を伴い、三叉神経痛の診断に至る。三叉神経前駆症は、持続性疼痛で発症し、非歯原性歯痛と分類される。
上記 2病態の三叉神経痛に至る症状推移は、類似している。その特徴を報告する。
【方法 /対象】2007年より2019年までの三叉神経痛に対して神経血管減圧術施行した391例。自験再発三叉神経痛症例8 例。
責任血管が動脈である場合は、完全な減圧を施行し、静脈の際は、切断は施行せず減圧した。再発時平均年齢 70歳。男
女比 0：8。平均再発期間は 3年 9ヶ月。三叉神経前駆症から典型的三叉神経痛症状を伴い手術に至った症例が 3例。平
均年齢 48歳。男女比 3：0。
【結果】術後非典型的三叉神経痛症状（持続性疼痛）で発症し、再発と診断した際は、典型的三叉神経痛症状を満たす。
再手術所見は、フェルトの脱転による動脈圧迫が 1例。6例は Transverse pontine veinとの癒着。1例が、くも膜の癒着。
三叉神経前駆症から典型的三叉神経痛症状を伴い手術に至った症例が 3例。上記 2病態は、最初は非典型的顔面痛を伴
うが、次第に典型的三叉神経痛症状となる。
【考察】再発を認めた 7例は、初回神経血管減圧術後三叉神経痛症状消失したが、持続性疼痛で発症し、発作性疼痛を認
め再手術となる。三叉神経前駆症も、最初は非典型的顔面痛を伴うが、しだいに典型的三叉神経痛症状となる。
【結論】特発性三叉神経痛の中には、最初から典型的三叉神経痛症状を伴い発症するとは限らない。持続性疼痛で発症す
る三叉神経痛も、十分経過を観察する必要がある。

P2-27.  口腔内外に痛みを生じる三叉神経痛は生活障害度が高い

○廣谷拓章1)、千葉雅俊2)、高橋　哲2)

1）大崎市民病院　歯科口腔外科
2）東北大学大学院歯学研究科	口腔病態外科学講座	顎顔面・口腔外科学分野

【目的】三叉神経痛（TN）は発作性の電撃痛が三叉神経域に限局して生じる疾患であり、口周囲や鼻翼、頬部に痛み
を生じることが多いため、歯磨きや食事、化粧などの日常動作が障害されることが知られている。本研究は口腔内ま
たは顔面のいずれかに痛みを生じる場合と、口腔内と顔面の両方に痛みを生じる場合とで、TNの痛みに違いがある
かを検討することを目的とした。
【対象と方法】2009年 1月から 2016年 3月に東北大学病院歯科顎口腔外科外来に来院した典型的 TN患者を後ろ向き
に調査した。口腔内または顔面のいずれかに痛みを生じる TN患者（単独群）と、口腔内と顔面の両方に痛みを生じ
る TN患者（合併群）間で、痛みの最大値と痛みによる生活障害度（一般活動、気分、歩行、日常の仕事、他人との
関係、睡眠、食事、生活の楽しみ、会話、歯磨き、化粧または髭剃り）を Numerical Rating Scale （NRS;0-10）で評価
した。検定はWilcoxon符号付順位和検定で行い、有意水準は 0.05とした。
【結果】78名（単独群 ;40名（男性 13名、女性 27名）、合併群；38名（男性 7名、女性 31名））が研究対象となり、
年齢の中央値は単独群 ;65.5歳、合併群；70歳であった。単独群と合併群の TN患者間で痛み強度と一般活動、気分、
他人との関係、食事、生活の楽しみ、会話の障害度に有意差はなかったが、歩行（単独群 ;0、合併群 ;2）、日常の仕事（単
独群 ;0、合併群 ;5）、睡眠（単独群 ;0、合併群 ;5）、歯磨き（単独群 ;1.5、合併群 ;7）、化粧または髭剃り（単独群 ;1、
合併群 ;7）で合併群の TN患者の障害度が有意に高かった（数値は中央値）。
【結論】痛み強度に差はなかったが、口腔内と顔面の両方に痛みを生じる TN患者の方が、口腔内または顔面のいずれ
かに痛みを生じる TN患者よりも生活障害度が高いことが明らかになった。
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P2-30.  特発性first bite syndromeの痛みの特徴について
 ：典型的三叉神経痛との比較

○千葉雅俊1)、廣谷拓章2)、吉田重之1)、山口佳宏1)、樋口景介3)、高橋　晢1)

1）東北大学大学院歯学研究科	口腔病態外科学講座	顎顔面・口腔外科学分野
2）大崎市民病院歯科口腔外科
3）仙台市立病院歯科口腔外科

【目的】First	bite	syndrome	（FBS）は、咀嚼開始と同時に耳下腺付近に痛みを生じ、咀嚼を続けると痛みは消失するが、
次の食事開始時に同じ痛みを繰り返す疾患であり、その多くは頭頸部の手術後に発症する。しかし、手術の既往がない
患者にも FBS が発症することがあり、特発性 FBS と呼ばれるが、その病態は不明な点が多い。本研究の目的は、特発
性 FBS の痛み強度、痛みによる食事の障害度、痛みに対する破局的思考の程度を三叉神経痛と比較し、特発性 FBS の
痛みの特徴を明らかにすることである。
【方法】研究対象は 2010 年 1 月から 2016 年 12 月の間に当科を受診した特発性 FBS 患者 16 名	（年齢中央値 44.5 歳、男
性 12 名・女性 4 名）、食事で痛みが誘発された典型的三叉神経痛患者 44 名（年齢中央値 68.5 歳、男性 12 名・女性
32 名）とした。痛み強度と食事の障害度は、数値評価スケール（0-10）で評価し、痛みに対する破局的思考は pain	
catastrophizing	scale（PCS:	0-52）を用いて評価した。
【結果】痛み強度の中央値は、特発性FBS が 8	（四分位範囲 :7-10）、三叉神経痛が 7	（5-8）であり、食事の障害度の中央
値は特発性FBS が 8	（6-10）、三叉神経痛が 7	（5-8.5）であった。また PCS 総得点は、特発性FBS が 35	（26-42）、三叉
神経痛が 30.5	（23-40）であった。特発性 FBS が三叉神経痛よりいずれの評価項目も高い傾向はあったが、統計学的に
有意差はなかった	（Wilcoxon の順位和検定、有意水準 0.05）。
【結論】特発性 FBS は、人が経験する痛みで最も強いとされる三叉神経痛に比較して、痛み強度および痛みによる食事
の障害度、破局的思考は高い傾向があることが明らかになった。

P2-29.  三叉神経痛神経血管減圧術における、三叉神経根脳血管圧迫部位の
三叉神経分枝配列マッピング

○北原功雄

北総白井病院　脳神経外科

【目的】特発性三叉神経痛は、神経血管減圧術（MVD）が根治療法として確立している。臨床的に疼痛を生じる部位と、
血管に圧迫されている三叉神経根における髄鞘移行部の解剖学的部位との機能的関連について明らかにするために、髄
鞘移行部に関する解剖学的及び電気生理学的な検討を行った。
【対象、方法】2015年 12月より 2019年まで特発性三叉神経痛に対して、MVDの際、脳血管に圧迫されている部位で電
気生理学的マッピングが同定可能であった 78例（平均年齢 68歳）を対象とした。 MVD術中において、三叉神経根に
与えた電気刺激により、逆行性に顔面の神経活動電位をモニターをし、神経根のマッピングを行う。この手法により血
管による圧迫を受けている三叉神経根を構成する分枝配列マッピングを同定した。手術中に圧迫部位を顕微鏡的に観察
し、解剖学的なマッピングを決定した。
【結果】三叉神経 REZにおける髄鞘移行部の電気生理学的マッピングの結果と顔面の疼痛部位はほぼ一致した。いくつ
かの症例では、電気生理学的マッピングと解剖学的マッピングの結果が必ずしも一致を認めなかった。その不一致がみ
られるのは、頭蓋内動脈が三叉神経の第 2枝または第 3枝の側を圧迫する場合であった。第 1枝を圧迫する場合はそう
した不一致は起こらなかった。
【考察】REZ髄鞘移行部の断面形は、脳血管圧迫による回転を伴うねじれの影響をうける。圧迫血管によるねじれの回転は、
上小脳動脈と椎骨動脈、前下小脳動脈では、解剖学的に逆回転となる。このため解剖学的マッピングは多様なパターン
を生じる。解剖剖学的に三叉神経第 1枝は、橋最腹側部にあり回転軸の中心となるため圧迫血管による変位を生じにく
いと思われた。
【結論】MVD術中の電気生理学的マッピングが三叉神経 REZにおける責任分枝を決定するのに有用であると考える。
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P2-31.  歯冠修復後に進行した歯髄炎による対顎歯への関連痛の１例

○加納史也1,2)、西須大徳3)、神尾尚伸2)、鶴田剛士2)、坂口晃平2)、日比英晴2)、山本朗仁1)

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　組織再生制御学
2）名古屋大学大学院　医学系研究科　頭頸部・感覚器外科学講座　顎顔面外科学
3）愛知医科大学　学際的痛みセンター

【目的】歯髄炎が発症すると、原因歯以外に関連痛が生じる「歯痛錯誤」が引き起こされることが知られている。歯痛錯
誤は急性歯髄炎での頻度が多いが、他の疾患が原因で発現した場合、診断に苦慮することがある。今回われわれは ,右
側上顎第 1大臼歯の慢性閉鎖性歯髄炎による右側下顎大臼歯の関連痛の症例を経験したので報告する。
【症例】38歳。女性。主訴 :右下の歯が熱い物と冷たい物で痛い。現病歴 :X-1年近在歯科で右下第 1第 2大臼歯の抜髄
と補綴治療を行った。半年後に同部位に温熱痛と冷水痛を認め、同院で補綴装置を除去し精査するも異常所見なく再度
補綴装置を装着された。痛みが継続したため、近大学病院口腔外科を紹介受診するも原因不明と言われ、以降複数の病
院を紹介された。当院総合診療科から当科へ精査加療目的に紹介受診された。当科での精査では、痛みの再現を得る事
は出来ず、歯原性疼痛または非歯原性疼痛の鑑別診断も困難な状態であった。痛みの情報収集と待機的診断を選択した。
初診から 2か月後、右上第 1大臼歯に強い打診痛を認め、右下大臼歯部の痛みも再現された。同部位の精査後、右側上
顎第 1大臼歯の慢性歯髄炎から右側下顎大臼歯への関連痛と診断した。
【結果】患者に関連痛の病態について説明し、近在歯科へ右側上顎第 1大臼歯への処置を依頼した。近在歯科での抜髄処
置を受け、痛みは直ちに消失した。その後、補綴処置を受け、治療後の痛みの再発を認めなかった。
【結論】慢性歯髄炎などの自発痛を伴わない原因歯による関連痛は診断に苦慮する。診断にあたる歯科医は認知バイアス
の影響を避けて、十分な医療面接、口腔内外の診査行い、考察する必要性がある。

P2-32.  歯科医師が知っていなければならない非歯原性歯痛 - 筋筋膜性疼痛 -

○石井隆資、大徳光世、滑川初枝、義隆伸之

日本歯科大学附属病院　口腔顔面痛センター

【目的】歯に痛みを感じた場合、歯に原因があると考えるのが常識的であったが、必ずしもそうではないことが判ってきた。こ
れを非歯原性歯痛という。現在では歯科医師国家試験の出題基準にも掲載されているが、第一線で歯科治療を行っている多く
の歯科医師は在学中にこの病態を学んではいない。そこで今回は、非歯原性歯痛の中でも頻度の高い筋筋膜性疼痛を解説する。
【問題】以下は、歯科医師国家試験に出題された問題であるが、このような問題が出題されている。
第 108回 D47　30歳の女性。下顎右側第一大臼歯の疼痛を主訴として来院した。口腔内検査により、歯と歯周組織には異常を
認めない。右側頬部の触診により圧痛を認め、当該歯の歯痛が誘発される。痛みが誘発される部位を患者に示させた。治療と
して適切なのはどれか。1 つ選べ。
a 咬合調整　b 抗菌薬投与　c 神経ブロック　d 表面麻酔薬塗布　e 咀嚼筋ストレッチ
第 111回 D77  34歳の女性。下顎右側第一大臼歯部の痛みを主訴として来院した。1年前にクラウンが装着された直後から同部
の痛みが発現し、鈍痛が持続しているという。クラウンは除去され、テンポラリークラウン装着後、調整が続けられたが、症
状に変化はなかったという。当該歯に打診痛はなく、浸潤麻酔による歯痛の軽減は認めない。右側咬筋部の触診によって歯痛
が再現される。4mm以上の歯周ポケットは認められない。最も疑われるのはどれか。1つ選べ。
a 歯根破折　b 咬合性外傷　c 非歯原性歯痛　d 慢性辺縁性歯周炎　e 慢性根尖性歯周炎
ポスターでは、診断のための要点の解説を行う。
【結論】1. 従来、歯痛は歯が原因であると信じ込まれていたため、非歯原性歯痛は念頭になく、不必要な抜髄や抜歯が行われて
きた可能性がある。
2. 非歯原性歯痛は、歯科医師が正しく診断しないと、適切な処置に至らない。
3. 歯痛を治療するにあたり、非歯原性歯痛の病態を理解することは非常に重要な意味を持つ。
4. この病態を理解することにより、患者の不利益、歯科医師と患者とのトラブルを予防する。
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P2-33.  筋・筋膜性疼痛に関連して異常感覚が発現した一症例

○板橋基雅1)、伏見詩音2)、伏見知行2)、棚原樹夢3)、棚原秀樹3)、米澤敏信4)、正木英之5)、和嶋浩一6)

1）いたばしデンタルクリニック、2）伏見歯科診療室
3）棚原歯科、4）よねざわ歯科
5）正木歯科医院、6）慶應義塾大学　歯科・口腔外科教室

【目的】今回、われわれは筋・筋膜性疼痛に関連して顔面、口腔内に異常感覚が発現したと考えられる症例を経験したの
で報告する。
【症例】35歳、女性。主訴：「左顔面のビリビリ感」
既往歴：片頭痛
現病歴：20XX年 03月頭痛とともに左顔面にビリビリ感が発現したので脳血管障害を疑い某総合病院脳神経外科を受診
した。MRI、その他全身所見を含め脳血管障害の可能性は低く経過観察となった。患者は症状発現の 20日程前に当院で
局所麻酔下に充填を行ったのが原因ではないかと疑い再受診した。
【現症】左側頬部に持続性鈍痛が認められ、三叉神経感覚検査で左顔面第 Ⅱ枝領域の触覚および痛覚に鈍麻が認められた。
口腔内は＃ 24～ 27歯牙周囲頬側および口蓋側粘膜に触覚、痛覚ともに鈍麻、また、頬側歯牙周囲粘膜には Paresthesia
と Dysesthesiaが認められた。帯状疱疹もしくは疱疹後疼痛を疑い、通院先の脳神経外科での追加検査および治療をすす
めたが異常所見は認められず再度経過観察となった。
【治療と経過】異常感覚が発現する領域に明らかな神経損傷、もしくは神経損傷を引き起こす可能性のあるエピソード、
疾患等は確認できなかった。疼痛構造化問診表の結果からは、筋・筋膜性疼痛の特徴を示す所見が得られ、左咬筋、側
頭筋には圧痛と＃ 24～ 27部への関連痛、ビリビリ感覚が誘発された。左咬筋、側頭筋の筋・筋膜性疼痛を疑い、セル
フケアと理学療法として左咬筋および側頭筋のマッサージ、開口ストレッチを指導した。再受診より 1ヶ月後、症状に
大きな変化はなかったが、2ヶ月後、頬部鈍痛および関連痛、ビリビリ感が軽減し、3ヶ月後、症状は、ほぼ気にならな
い程度まで改善した。
【考察および結論】本症例では、関連痛に加え、感覚鈍麻とビリビリした感覚が誘発され、治療により、症状の全てが改
善したことから異常感覚は筋・筋膜性疼痛の関連症状として発現した可能性が考えられた。

P2-34.  抜歯後に長期間疼痛が継続した，筋・筋膜痛による関連痛の１例

○加納史也1,2)、神尾尚伸2)、鶴田剛士2)、日比英晴2)、山本朗仁1)

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　組織再生制御学
2）名古屋大学大学院　医学系研究科　頭頸部・感覚器外科学講座　顎顔面外科学

【目的】筋・筋膜痛は非歯原性歯痛の原疾患として多く認められ、関連痛により非歯原性歯痛を引き起こす。また非定型
歯痛患者の 79%が歯科治療を受けたが、疼痛は改善しなかったとの報告がある。非可逆的治療の前に、すべての患者に
対して診断が正しいかどうか注意深く検討する必要がある。今回われわれは、右側上顎第 3大臼歯抜歯後より 15年間疼
痛の継続した筋・筋膜痛の関連痛の 1例について報告する。
【症例】51歳。女性。主訴 :右側上顎の歯痛。現病歴 :X-15年に右側上顎第 3大臼歯の疼痛を主訴に近在歯科を受診し、
抜歯処置を受けたが、疼痛に著変なく継続した。以降、米国と日本の複数の病院を受診するも、疼痛の改善を得られな
かった。新たな近在歯科より精査加療目的に当科紹介受診となった。初診時 ,抜歯部位に明らかな炎症所見を認められ
なかったが、同部位に持続痛を自覚していた。左右咬筋に硬結を触れ、右側咬筋圧迫による右側上顎の疼痛が再現され
た。右側咬筋に麻酔薬によるトリガーポイントインジェクションを行うと、関連痛が消失した。臨床診断 :右側咬筋の筋・
筋膜痛の関連痛。
【結果】病態の十分な説明、TCHの是正、筋マッサージのセフルケアと生活指導を行った。 初診から 1か月は TCHやク
レンチグンの自覚なく、疑心的であった。しかし、2か月後には自覚を得て、6か月後に疼痛緩和所見を認めた。
8か月後に持続痛は消失し、週に 1～ 2回程度の突発痛のみとなり、疼痛制御も良好である。
【結論】筋・筋膜痛患者の長期経過症例は治癒に時間がかかることがある。歯科医は病態を把握し、早期の治療介入を行
うことで、治療期間を短縮できる事が考えられる。
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P2-35.  経時的に定性、定量感覚検査を行った帯状疱疹後神経痛の一例

○伏見詩音1)、伏見知行1)、正木英之2)、棚原秀樹3)、米澤敏信4)、板橋基雅5)、棚原樹夢3)、和嶋浩一6)

1）伏見歯科診療室、2）正木歯科医院、3）棚原歯科、4）よねざわ歯科、
5）いたばしデンタルクリニック、6）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

【目的】帯状疱疹後神経痛に定性、定量感覚検査を行い臨床症状との対比を行った１例を報告する。
【症例】70 歳男性　主訴：右側顎関節部と右下顎歯痛　
現病歴：X-15 年当院にて顎関節症治療、X-1 年右側顎関節に関連痛を伴う急性冠症候群（不安定狭心症）に経皮的
冠動脈形成術（バルーン血管形成術、冠動脈ステント留置術）を受け、顎関節部痛消失、安定。X年 11 月右側顎関節
部に痛み、急性冠症候群を疑い、循環器内科受診。心臓に問題なしの診断により顎関節症再発の訴えで当院再初診。
現症：右側顎関節部に疼痛、下顎右側歯痛・知覚過敏、舌右側縁のしびれ感。検査結果：右側耳前部・オトガイ部に
接触痛のある発赤、疱疹、下顎右側歯全体に打診痛・冷水痛、下顎右側頬側歯肉・頬粘膜に接触痛のある水疱を認めた。
三叉神経右側第３枝領域帯状疱疹の疑いで皮膚科に精査依頼。
「皮膚科診断と治療」：三叉神経右側第３枝帯状疱疹の診断で薬物療法（アメナメビル錠 400mg1 日 1 回 5 日分、ロキ
ソプロフェンナトリウム錠 60mg1 日 3 回 21 日分）、約 1 ヵ月後に終診。
「当院再来後の経過」：自発痛 VAS60 が残るとの訴えで当院再来、定性感覚検査で三叉神経右側第 3 枝領域に触覚、
痛覚の鈍麻と過敏を認めた。70 歳、重度皮疹、神経障害性疼痛スクリーニング検査（16 点）から帯状疱疹後神経痛の
継発を考慮して、プレガバリン投与を開始、漸増（50mg → 225mg/ 日）した。約 2 ヶ月後に疼痛改善 VAS0、鈍麻
感が残存、その後も定量触覚検査を行い経過観察している。
【考察】70 歳、重度皮疹の帯状疱疹から帯状疱疹後神経痛継発が予測され、早期治療を行った。定性感覚検査で認め
られた陰性症状の触覚鈍麻を SWモノフィラメントを用いて経時的に定量触覚検査を行った結果、触覚鈍麻が改善し
ないことが判明、痛みは改善したが鈍麻感が残るとの自覚症状を裏付ける結果と一致し、有用性が確認された。

P2-36.  約20年間、三叉神経痛の誤った診断で治療を受けていた例を診断見
直し治療により改善した１症例

○棚原樹夢1)、棚原秀樹1)、正木英之2)、伏見知行3)、米澤敏信4)、板橋基雅5)、伏見詩音3)、和嶋浩一6)

1）棚原歯科、2）正木歯科医院、3）伏見歯科診療室、4）よねざわ歯科
5）いたばしデンタルクリニック、6）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室	

【目的】誤った診断の元、不適切な投薬を長期間受けていた口腔顔面痛例の診断を見直し、治療することにより改善する
ことが出来た 1症例を報告する。
【症例】患者 :70代女性　主訴 :舌が痛い 
現病歴 :X-26年歯科治療後、左側口腔粘膜、頬部にズキズキした持続痛が発現。X-23年、風などの刺激により右側顔面
に突発痛を自覚して総合病院麻酔科、脳神経外科など受診し、三叉神経痛と診断を受け、カルバマゼピン内服と各種ブ
ロック治療を受けていたが効果得られず。さらに複数の医療機関を受診するもMRI異常所見無し、診断、治療は変わら
ず、X年 5月当院受診し、同年 12月専門医の再診査を受けた。 
【現症】左側口腔内、上下顎歯肉と舌にズキズキ、ビリビリした持続的疼痛、右側前額から鼻部にかけて誘発性の一過性
の鋭痛が感じられる。
感覚検査結果：右側頬部にトリガーゾーンあり、右側上顎歯に allodyniaを認める。
筋触診結果：左右側咬筋、側頭筋に圧痛は認めるも関連痛の誘発無し。左側頭板状筋・頸板状筋に硬結・圧痛を認め、
患者主訴の左側の痛みが誘発、再現された。
【診断】以上の診査結果から、筋・筋膜疼痛による顔面、口腔内の関連痛および右側三叉神経第 1枝・第 2枝領域におけ
る神経障害性疼痛の可能性と診断した。
【治療と経過】筋・筋膜疼痛に対してストレッチ等のセルフケア指導を行なった。また、右側神経障害性疼痛に対して、
カルバマゼピンを漸減（600mg→0mg）しプレガバリンを漸増（50mg→175mg）した。約 6ヶ月間の治療によって、左
右側顔面、口腔内の痛みは改善し、ほぼ痛みを感じない状態に至っている。
【まとめ】本症例は発症以来 26年の間、適切な診断治療が受けられず、約 20年間カルバマゼピンを服用していた。包括
的な情報収集と、慎重な口腔顔面痛診査により正しい診断が得られ、適切な治療により改善に至った。
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P2-38.  舌神経縫合術後に鍼施術を行った１症例

○高橋沙世1,2)、花本　博1)

1）大阪大学歯学部附属病院歯科麻酔科
2）紗楽鍼灸院

【目的】下顎の智歯抜歯やインプラント埋入、下顎孔伝達麻酔などの操作時に舌神経を損傷する場合がある。損傷が重度で、
舌神経の断裂が疑われる症例は神経縫合術の適応となる。しかし、舌神経縫合術後の対応方法は確立しておらず、報告
も少ない。今回、下顎の智歯抜歯により舌神経麻痺を生じ、舌神経縫合術を行った患者に鍼施術を試みたので報告する。
【症例】18歳女性（主訴）舌の左半分の感覚がなく、味もわからない。（現病歴） X-3年 5月、左側下顎智歯抜歯後に舌
神経麻痺を発症した。星状神経節ブロックを 21回行ったが改善がみられないため、X-2年 1月、舌神経縫合術を受けた。
術後の回復に鍼施術がいいという話を聞き、X年 9月、当鍼灸院にて鍼施術を開始した。（現症）左側舌の触覚・痛覚と
もに無感覚。味覚脱失。（治療） 刺鍼部位は、局所の血流改善を目的に舌の麻痺部・翳風・下関・頬車・顴膠・廉泉の側
方部・外金津・合谷・曲池と山元式新頭針療法 ®の三叉神経点に置鍼した。鍼施術は 2週に 1回の頻度で計 11回行った。
8回目以降、鍼通電を追加した。
【結果】鍼施術前には左側舌は無感覚であったが、11回の鍼施術後、触覚と痛覚の一部を認知できるようになった。
【考察】発症から舌神経縫合術までの期間が 1~2ヶ月という新鮮例では、理学療法などの施術を行わなくても 2年後には
味覚以外の舌の感覚が著明に改善したという報告がある。しかし、本症例では、神経縫合術後 1年 8ヶ月から鍼施術を
開始し、触覚・痛覚ともに無感覚の状態から改善が認められた。神経縫合術後の回復過程における鍼施術は有効である
可能性がある。
【結語】舌神経麻痺患者の舌神経縫合術後に鍼施術を行い、改善傾向がみられた。

P2-37.  神経MRIを含め、長期の経過観察を行った抜歯後舌神経感覚障害の
 １症例

○加藤栄助1)、照光　真2)、國奥有希1)、福田謙一1)

1）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
2）北海道医療大学	歯学部生体機能・病態学系歯科麻酔科学分野

【目的】下顎智歯抜歯による舌神経（LN）感覚障害は、歯科医師が埋伏智歯抜歯を行う過程で LNを損傷することで発
生する医原性疾患である。今回私たちは、下顎智歯抜歯後に舌神経感覚神経障害を生じ神経修復術を受けた患者に対し、
神経MRI（MRN）の術前術後の読影、長期に渡って患者管理を行った１症例を経験したので報告する。なお、学会発表
に関して患者本人の承諾を得た。
【症例】61歳、女性。X-2か月に 48抜歯後に右舌神経領域の感覚障害出現。当院初診時、 Semes-Weinsteinmonofilament （SW
テスター）180g、舌尖に錯感覚、舌背に知覚低下があり、著しい QOLの低下が認められた。
【経過】星状神経節ブロック（SGB）を 2か月間継続して施行したが、症状に改善傾向が見られなかった。神経の状態
評価のためにMRNを撮影したところ、抜歯窩瘢痕組織に LNから連続する結合組織像がみられた。X+6か月に神経修
復術を施行。術中所見ではMRNで指摘された部位に神経種の形成が確認された。術後 SGBを再開し、X+8か月時点で
SWテスター 0.02gと経過良好であり、MRNにて術後再評価を行なった。LNは術前より膨大し正常よりも下方を走行																																					
していたが、術前にみられた結合組織像は見られなかった。現在も残っている違和感に対して、SGB、近赤外線レーザー、
点滴注射（リドカイン、Mg、メチコバール）などによる治療を継続中である。
【考察】Axinotomesisや Neurotomesisによって著しく損傷した感覚神経障害患者に対して神経修復術が適応となるが、本
症例において手術後の経過は非常に良好であった。現在の感覚神経障害の評価法である精密触覚検査、神経伝導検査
（SNAP）に加え、本症例ではMRNも用いて経過を確認した。画像検査であるため客観的であり、患者にも状況が伝え
やすいので、今後精度があがることで一般的な評価法になることが期待される。
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P2-39.  新規薬ミロガバリンベシル酸塩（タリージェ®）の使用経験

○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

【目的】新規薬ミロガバリンベシル酸塩（タリージェ®）は、プレガバリン（リリカ®）と比較して副作用が少ないとされ
ている。そこで、副作用のためにプレガバリンの継続処方が困難になり、ミロガバリンベシル酸塩へ変更した末梢神経
障害性疼痛 4症例について、報告する。なお、学会発表に関して患者本人の承諾を得た。
【症例 1】89歳、女性。12年前に左側 II、Ⅲ枝三叉神経痛と診断。カルバマゼピンで薬疹が生じたため、プレガバリン

300mg/dayによって疼痛コントロール。数ヶ月前から腎機能が低下。ミロガバリンベシル酸塩 15mg/dayに変更し、疼痛
コントロール中である。
【症例 2】46歳、女性。1年半前の左側下顎智歯抜歯後より左側舌神経感覚障害発現。発症半年後より、神経障害性疼痛出現。
プレガバリン 150mg/dayによって疼痛コントロールするも、眠気が強く、中止。ミロガバリンベシル酸塩 20mg/dayに変
更し、疼痛コントロール中である。
【症例 3】37歳、女性。1年前の左側下顎智歯抜歯後より左側舌神経感覚障害発現。発症 2ヶ月後より、神経障害性疼痛
出現し、半年前に神経修復術施行。残存した神経障害性疼痛に対してプレガバリン 150mg/dayによって疼痛コントロー
ルするも、ふらつきが強く、中止。ミロガバリンベシル酸塩 20mg/dayに変更し、疼痛コントロール中である。
【症例 4】47歳、女性。7年前の左側下顎智歯抜歯後より左側オトガイ神経感覚障害発現。発症直後より、神経障害性
疼痛出現。プレガバリン 100mg/dayによって疼痛コントロールするも、眠気が強く、中止。ミロガバリンベシル酸塩
15mg/dayに変更し、疼痛コントロール中である。
【結果・結論】患者群から得た共通の印象は、「副作用は少ないが、効果が弱い」であった。まだ、処方を開始したばか
りなので、その後の臨床経過も含めて報告する。

P2-40.  ミロガバリンの使用経験

○佐久間泰司

大阪歯科大学附属病院	ペインクリニック科

【目的・方法】ミロガバリン（タリージェ）は本年 2月 26日に薬価収載された神経障害性疼痛の治療薬である。プレガ
バリンと比較すると、眠気など副作用が少ないとされ、またプレガバリンが外資系製薬会社の製品であるのに対し、第
一三共という日本企業が開発したことなどが特長として挙げられている。私はミロガバリンを歯科の神経障害性疼痛患
者に用いて、若干の知見を得たので報告したい。なお本発表は私の臨床経験を報告するもので、厳密な質的あるいは量
的比較研究ではない。本発表に関して申告すべき COIはない。
【結果・結論】ミロガバリンの効果は、プレガバリンと同じ程度の印象であった。プレガバリンと同じように効く患者も
いるが、プレガバリンと同じように効かない患者も多かった。プレガバリンは 1日 300mg以上処方して奏功する場合が
あるので増量することが多いのに対し、ミロガバリンは投与上限に関しての議論がまだ十分になされておらず、現段階
では 1日 30mgを超えて処方することに躊躇している。新薬であり処方が 14日を上限にされていることは、患者にとっ
ては思った以上の負担になるようである。副作用はプレガバリンよりも眠気を訴える患者が少ない印象であるが、それ
でも 1日 10mgで強い眠気を訴えて服薬中止に追い込まれた例もあった。また 2週間で体重増加を理由に中断した患者
もいた。副作用については、プレガバリンと同じような内容の ICが必要であると感じた。腎機能障害との関係は、添付
文書で強調されている。本学会としての指針を作ることで、保険診療で血液検査が査定されることがないような方略が
必要であろう。
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【セミナー協賛企業一覧】

 サンスター株式会社

 伊藤超短波株式会社

【寄付を頂いた企業】

 塩野義製薬株式会社

【出展企業一覧】

 株式会社モリタ

 サンスター株式会社

 伊藤超短波株式会社

 株式会社 ICST 
 TN メディカル

 富士フィルム富山化学株式会社

 日本歯科薬品株式会社

 ソムノメッドジャパン株式会社

 ニプロ株式会社

 株式会社日本バイオリサーチセンター

 トーシンデンタル株式会社

 セイリン株式会社

【広告掲載企業一覧】

 医歯薬出版株式会社

 サンスター株式会社

 株式会社モリタ

 ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

 Meiji Seika ファルマ

 持田製薬株式会社

 サンメディックス株式会社

 株式会社ツムラ

【ドリンク協賛企業】

 アクアクララ株式会社

【ハンズオンセミナー協賛企業】

 サンスター株式会社

【人員派遣にご協力頂いた企業】

 ファイザー株式会社

後援

神奈川県歯科医師会

第24回一般社団法人日本口腔顔面痛学会学術大会
協賛企業一覧
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