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以下の記載は、表題の診療ガイドラインから漢方製剤に関する記述を抽出したものです。診療にお

いて漢方製剤を使用される場合には、必ず、ガイドライン全体をお読みになり、その位置づけを正し

く理解された上で行ってください。 

B-29非歯原性歯痛診療ガイドライン 

日本口腔顔面痛学会診療ガイドライン作成委員会 (代表者: 和嶋浩一 慶応義塾大学医学部歯

科・口腔外科学教室) 

http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/NDTA/ndta.pdf 

■B29‐1漢方薬 

疾患: 

非定型歯痛 

引用など: 

三浦一恵. 非定型歯痛 24名の検討. 慢性疼痛 2006; 25: 131-3. MOL, MOL-Lib 

有効性に関する記載ないしその要約:  

『CQ8: 非歯原性歯痛に有効な薬物療法は何か？』に対して、特発性歯痛の項に下記の記

載がある。 

『以下に有効であったとの報告のあるその他の薬物療法を記載する。MAO阻害薬の有効

性は 9％、抗けいれん薬、クロナゼパム、αリポ酸、漢方、フェントラミン、0.025％カプサイシ

ン局所投与、ヒト免疫グロブリン静注療法、フェンタニル。』 

■B29-2漢方薬 

疾患: 

    非定型歯痛 

引用など: 

三浦一恵. 非定型歯痛 24名の検討. 慢性疼痛 2006; 25: 131-3. MOL, MOL-Lib 

有効性に関する記載ないしその要約: 

『CQ13: 非歯原性歯痛に鍼灸治療は有効か？』に対して、解説の項に下記の記載がある。 

『原疾患を問わず、鍼灸治療を星状神経節ブロック、抗うつ薬、漢方薬の投与、心理療法な

どと組み合わせて行うことにより有効であるとする論文がある。』 

 

http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/NDTA/ndta.pdf
http://mol.medicalonline.jp/archive/search?jo=dc1chron&vo=25&nu=1&st=131&x=45&y=17
https://mol.medicalonline.jp/library/login?backto=http%3A%2F%2Fmol.medicalonline.jp%2Flibrary%2Farchive%2Fsearch%3Fjo%3Ddc1chron%26vo%3D25%26nu%3D1%26st%3D131%26x%3D45%26y%3D17
http://mol.medicalonline.jp/archive/search?jo=dc1chron&vo=25&nu=1&st=131&x=45&y=17
https://mol.medicalonline.jp/library/login?backto=http%3A%2F%2Fmol.medicalonline.jp%2Flibrary%2Farchive%2Fsearch%3Fjo%3Ddc1chron%26vo%3D25%26nu%3D1%26st%3D131%26x%3D45%26y%3D17
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■B29-3漢方薬 

疾患: 

    歯及び歯肉の痛み 

引用など: 

真秀重成, 鈴木長明, 川島正人, ほか. 歯及び歯肉の痛みを訴え続けた精神発遅滞を伴う

うつ病患者の 1症例. 日本歯科麻酔学会雑誌 1999; 27: 341-4. 

有効性に関する記載ないしその要約: 

『CQ15: 非歯原性歯痛にカウンセリングは有効か？』に対して、解説の項に下記の記載があ

る。 

『精神科での抗うつ薬の投与に加え、歯科において簡易精神療法やさまざまな漢方処方な

どを行っているうちに痛みを自分からは訴えない状態までに改善したとする症例報告 (中略) 

がある。』 

■B29-4漢方薬 

疾患:  

    非定型歯痛 

引用など: 

三浦一恵. 非定型歯痛 24名の検討. 慢性疼痛 2006; 25: 131-3. MOL, MOL-Lib 

有効性に関する記載ないしその要約: 

『CQ15: 非歯原性歯痛にカウンセリングは有効か？』に対して、解説の項に下記の記載があ

る。 

『SGB、抗うつ薬、漢方薬の投与、鍼灸治療、心理療法などを組み合わせた全人的医療が有

効であるとする論文があり、カウンセリングと薬物療法の併用が多く行われている。』 

■B29-5漢方薬 

疾患:  

    非定型歯痛 

引用など: 

三浦一恵. 非定型歯痛 24名の検討. 慢性疼痛 2006; 25: 131-3. MOL, MOL-Lib 

有効性に関する記載ないしその要約: 

構造化抄録の項に、下記の記載がある。 

『研究デザイン: 症例集積研究 

対象: 非定型歯痛患者 24名 (平均年齢 52歳) 

http://mol.medicalonline.jp/archive/search?jo=dc1chron&vo=25&nu=1&st=131&x=45&y=17
https://mol.medicalonline.jp/library/login?backto=http%3A%2F%2Fmol.medicalonline.jp%2Flibrary%2Farchive%2Fsearch%3Fjo%3Ddc1chron%26vo%3D25%26nu%3D1%26st%3D131%26x%3D45%26y%3D17
http://mol.medicalonline.jp/archive/search?jo=dc1chron&vo=25&nu=1&st=131&x=45&y=17
https://mol.medicalonline.jp/library/login?backto=http%3A%2F%2Fmol.medicalonline.jp%2Flibrary%2Farchive%2Fsearch%3Fjo%3Ddc1chron%26vo%3D25%26nu%3D1%26st%3D131%26x%3D45%26y%3D17
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経過: 主訴は歯痛が 23名、歯肉痛 1名、病悩期間は 1年以内 9名、2年以内 7名、3年

以内 5名、3年以上 3名であった。治療は星状神経節ブロック、抗うつ薬、漢方薬の投与、

鍼灸治療、心理療法などを組み合わせて全人的医療を行った。その結果、痛みが消失して

治療を終了した症例が 9例、痛みの緩和が得られた症例は 9例、精神科や心療内科に転

院した症例が 4例、不明が 2例であった。 

結果、結論: 非定型歯痛の経過、治療法と転帰を示した。全人的な対応が有効であった。』 

■B29-6桂枝茯苓丸 

疾患:  

    非定型顔面痛 

引用など: 

有井かおる, 杉村光隆, 瀧邦高, ほか. 歯科治療を契機に発症した非定型顔面痛の 4年 

間の経過 Narrative Based Medicineに基づくアプローチ. 日本歯科東洋医学学会誌 2009; 

28: 24-8.三浦一恵.  

有効性に関する記載ないしその要約: 

構造化抄録の項に、下記の記載がある。 

『研究デザイン: 症例報告 

対象: 上顎右側第 1小臼歯の感染根管治療後に上下顎前歯部に拍動痛が出現した 47歳

女性 

経過: 最も痛みの強い上顎左側側切歯の抜髄を行うが疼痛に変化はみられなかった。疼痛

は終日持続し、周期的に左側顔面から後頸部への放散痛も認め、不眠状態であった。父親

の死亡、気圧の変化などで疼痛は増強した。星状神経節ブロックとアミトリプチリンが有効

で、桂枝茯苓丸、アセトアミノフェン、経皮的経穴電気刺激療法にも有効性があった。 

結果、結論: 星状神経節ブロック、アミトリプチリンに鍼治療を加えた併用療法により、非定

型顔面痛と上顎右側側切歯の自発痛 (非定型歯痛) は軽減しつつある。』 

■B29-7漢方薬 

疾患:  

非定型顔面痛 

引用など:  

中野良信. 下顎骨骨折に継発し長期間存続した非定型顔面痛の 1例. 日本歯科心身医学

会雑誌 2002; 17: 75-82. J-stage 

有効性に関する記載ないしその要約:  

構造化抄録の項に、下記の記載がある。 

『研究デザイン: 症例報告 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsd1986/17/2/17_2_75/_pdf
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対象: 45歳女性 

経過: 事故外傷により下顎骨正中骨折、おとがい部裂傷を受傷。受傷から 6か月後に両側

下顎、後頸部に痛みが出現した。脳神経学的には特記事項はなかった。耳鼻科、脳外科、

歯科、麻酔科を数々受診し、スリント療法、星状神経節ブロック、ノイロトロピンなどを受けた

が無効であった。レーザー等の理学療法、向精神薬、漢方薬による治療を受け、並行してカ

ウンセリングを行った。受傷から 9年、治療開始から 7年後に痛みはありながらも社会的に

復帰を遂げた。 

結果、結論: 1) 心理社会的因子としてうつ状態、神経症などが多い傾向がある。2) 環境因

子としては不慮の事故で起きた場合、それによる健康、仕事の喪失、医療者への不信感が

挙げられ、より複雑な病態を呈する。3) 抜歯が症状軽減を来した。ブラシーボ的な働きをし

ているのではないかと推察している。』 

■B29-8柴胡桂枝湯 

疾患:  

歯痛 

引用など:  

高山治子, 鈴木長明, 川嶋正人, ほか. 心理的要因で歯痛を訴え抜歯をくり返してきた 1 

症例. 日本歯科麻酔学会雑誌 1998; 26: 404-7. 

有効性に関する記載ないしその要約:  

構造化抄録の項に、下記の記載がある。 

『研究デザイン: 症例報告 

対象: 心理的要因で歯痛を訴え、抜歯をくり返してきた症例 

経過: 主訴は下顎右側犬歯のきりで刺されるような痛み。上顎は無歯顎で、残存歯は下顎

右側犬歯から下顎左側第 1大臼歯まででいずれも健全歯。残存歯以外すべて抜歯をくり返

したものと思われた。心因性歯痛と判断し、痛みが脳に記憶されている可能性があり、原因

不明でないことを説明し、柴胡桂枝湯を処方したところ、3日後には痛みはまったく消失し

た。 

結論: 本症例の歯痛は、仕事のストレス、家庭内の問題 (子供の不登校) 、原因不明の歯

痛への不安等心理的要因により生じた心因性歯痛と考えられた。患者の痛みを受け入れ、

痛みに対する説明を十分に行うことにより、不安と痛みの悪循環が断ち切られ、痛みは軽減

したものと考えられた。』 

■B29-9漢方薬 

疾患:  

歯及び歯肉の痛み 
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引用など:  

真秀重成, 鈴木長明, 川島正人, ほか. 歯及び歯肉の痛みを訴え続けた精神発遅滞を伴う

うつ病患者の 1症例. 日本歯科麻酔学会雑誌 1999; 27: 341-4. 

有効性に関する記載ないしその要約:  

構造化抄録の項に、下記の記載がある。 

『研究デザイン: 症例報告 

対象: 精神遅滞にうつ病を伴う 20才女性の患者 

経過: 4年前より、両側上下顎全歯と歯肉の疼痛を訴えていた。不眠をきたすほどの激痛で

あったが器質的異常はなく、精神科主治医からも生活に対する不安の身体化により生じた

症状と診断されていた。精神科での抗うつ薬の投与に加え、歯科での簡易精神療法、さまざ

まな漢方、口腔内洗浄、歯石除去などを行っているうちに、痛みを自分からは訴えない状態

までに改善した。痛みの改善に何が有効であったかは不明だが、受容的に話を聞くことと、

口腔清掃により生じた口腔感覚が心地よい変化であったことも痛みの緩和に役立ったので

はないかと考察されている。 

結論: 不安やうつ病の身体化により非歯原性歯痛が発現することがある。』 


