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Painful cranial neuropathies, 
other facial pain and other headaches

13．脳神経の有痛性病変およびその他の顔面痛
	 （Painful	lesions	of	the	cranial	nerves	and	other	facial	pain）

14．その他の頭痛性疾患
	 （Other	headache	disorders）
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13．�脳神経の有痛性病変および�
その他の顔面痛

Painful lesions of the cranial nerves and other facial pain

13.1　�三叉神経の病変または疾患による疼痛�
（Pain attributed to a lesion or disease of the trigeminal 
nerve）

 13.1.1　�三叉神経痛（Trigeminal neuralgia）
  13.1.1.1　�典型的三叉神経痛�

（Classical trigeminal neuralgia）
   13.1.1.1.1　�典型的三叉神経痛，純粋発作性

（Classical trigeminal neuralgia，purely 
paroxysmal）

   13.1.1.1.2　�持続痛を伴う典型的三叉神経痛
（Classical trigeminal neuralgia with 
concomitant continuous pain）

  13.1.1.2　�二次性三叉神経痛�
（Secondary trigeminal neuralgia）

   13.1.1.2.1　�多発性硬化症による三叉神経痛
（Trigeminal neuralgia attributed to 
multiple sclerosis）

   13.1.1.2.2　�占拠性病変による三叉神経痛
（Trigeminal neuralgia attributed to 
space-occupying lesion）

   13.1.1.2.3　�その他の原因による三叉神経痛
（Trigeminal neuralgia attributed to  
other cause）

  13.1.1.3　�特発性三叉神経痛�
（Idiopathic trigeminal neuralgia）

   13.1.1.3.1　�特発性三叉神経痛，純粋発作性
（Idiopathic trigeminal neuralgia，purely 
paroxysmal）

   13.1.1.3.2　�持続痛を伴う特発性三叉神経痛
（Idiopathic trigeminal neuralgia with 
concomitant continuous pain）

 13.1.2　�有痛性三叉神経ニューロパチー�
（Painful trigeminal neuropathy）

  13.1.2.1　�帯状疱疹による有痛性三叉神経
ニューロパチー（Painful trigeminal 
neuropathy attributed to herpes zoster）

  13.1.2.2　�帯状疱疹後三叉神経痛�
（Trigeminal post-herpetic neuralgia）

  13.1.2.3　�外傷後有痛性三叉神経ニューロパ
チー（Painful post-traumatic trigeminal 
neuropathy）

  13.1.2.4　�その他の疾患による有痛性三叉神経
ニューロパチー（Painful trigeminal 
neuropathy attributed to other disorder）

  13.1.2.5　�特発性有痛性三叉神経ニューロパ
チー�
（Idiopathic painful trigeminal neuropathy）

13.2　�舌咽神経の病変または疾患による疼痛�
（Pain attributed to a lesion or disease of the glosso-
pharyngeal nerve）

 13.2.1　�舌咽神経痛（Glossopharyngeal neuralgia）
  13.2.1.1　�典型的舌咽神経痛�

（Classical glossopharyngeal neuralgia）
  13.2.1.2　�二次性舌咽神経痛�

（Secondary glossopharyngeal neuralgia）
  13.2.1.3　�特発性舌咽神経痛�

（Idiopathic glossopharyngeal neuralgia）
 13.2.2　�有痛性舌咽神経ニューロパチー�

（Painful glossopharyngeal neuropathy）
  13.2.2.1　�既知の原因による有痛性舌咽神経

ニューロパチー（Painful glossopharyngeal 
neuropathy attributed to a known cause）

  13.2.2.2　�特発性有痛性舌咽神経ニューロパ
チー（Idiopathic glossopharyngeal trigeminal 
neuropathy）

13.3　�中間神経の病変または疾患による疼痛（Pain 
attributed to a lesion or disease of nervus intermedius）

 13.3.1　�中間神経痛（Nervus intermedius neuralgia）
  13.3.1.1　�典型的中間神経痛�

（Classical nervus intermedius neuralgia）
  13.3.1.2　�二次性中間神経痛�

（Secondary nervus intermedius neuralgia）
  13.3.1.3　�特発性中間神経痛�

（Idiopathic nervus intermedius neuralgia）
 13.3.2　�有痛性中間神経ニューロパチー�

（Painful nervus intermedius neuropathy）
  13.3.2.1　�帯状疱疹による有痛性中間神経

ニューロパチー（Painful nervus interme-
dius neuropathy attributed to herpes zoster）

  13.3.2.2　�帯状疱疹後中間神経痛（Post-herpetic 
neuralgia of nervus intermedius）

  13.3.2.3　�その他の疾患による有痛性中間神経
ニューロパチー（Painful nervus interme-
dius neuropathy attributed to other disorder）

  13.3.2.4　�特発性有痛性中間神経ニューロパ
チー（Idiopathic painful nervus intermedius 
neuropathy）

13.4　�後頭神経痛（Occipital neuralgia）
13.5　�頸部—舌症候群（Neck-tongue syndrome）
13.6　�有痛性視神経炎（Painful optic neuritis）
13.7　�虚血性眼球運動神経麻痺による頭痛（Headache 

attributed to ischaemic ocular motor nerve palsy）
13.8　�トロサ・ハント症候群（Tolosa-Hunt syndrome）
13.9　�傍三叉神経性眼交感神経症候群（レーダー症候

群）〔Paratrigeminal oculosympathetic（Raederʼs）
syndrome〕



緒言
　この章では，国際頭痛学会と国際疼痛学会の合
意に基づいて，脳神経の有痛性病変とその他の顔
面痛の分類体系を提示する。
　現在の脳神経の痛みに関する疾患分類は，さま
ざまな病態の微妙な差異を完全には表現できてい
ない。しかし，これまでに用いられてきた多くの
診断的用語を放棄するのではなく，この分類で
は，これまでの診断的用語を維持したうえで，鑑
別診断とそれぞれの疾患のタイプ，サブタイプ，
サブフォームの詳細な定義を提供する。
　三叉神経，中間神経，舌咽・迷走神経および後
頭神経を経由する上位頸髄神経根の求心性線維
は，頭頸部の侵害刺激と痛みの情報を処理する脳
幹および脳内にある中枢経路へと侵害入力を伝達
する。脳はその支配領域の痛みを感知する。
　その痛みは，それぞれ異なる特徴をもつことが
あり，詳細は不明ながら，それらの差異は異なっ
た神経病態生理を反映していると考えられてい
る。神経障害性の顔面痛は，個々の臨床的特徴と
病因に基づいて分類できることが知られている。
この概念の中心をなすのは，まず最初に患者の痛
みに最も合致する主要な診断群を臨床的に決定
し，続いて診断名のタイプとサブタイプを決定す
るための病因検査と治療方針決定を行うという考
え方である。
　分類のためにはいくつかの基軸がある。
 a ）症候群学：神経痛またはニューロパチー
　例えば三叉神経痛と三叉神経ニューロパチーを
分離することは，現在の知見では病理学的または
病態学的には不可能であるが，臨床症状と治療法

が異なる病態を区別する実用的分類とみなすべき
である。同様のことは，舌咽神経と中間神経に関
連した有痛性疾患についても該当する。
　脳神経の痛みを起こす重要な原因に帯状疱疹が
ある。帯状疱疹による痛みは三叉神経伝導路に異
なるタイプの病的な変化（例：侵害受容器過敏型
に対して求心路遮断型）によるものであろうが，
これらに基づいて神経痛とニューロパチーという
用語を分類するには，知見が未だ十分ではない。
したがって，既に確立している帯状疱疹後神経痛
という用語を使用する。
 b ）部位：中枢性または末梢性神経障害性疼痛
　病変や過剰な興奮は脳神経自体（末梢性神経障
害性疼痛）にあっても，その中枢での経路（中枢性
神経障害性疼痛）にあっても顔面の神経障害性疼
痛を引き起こす。
 c ）病因学：典型的，特発性または二次性
　神経障害性疼痛の原因は，帯状疱疹ウイルスの
感染または画像診断で明らかにできる構造的な異
常（例：多発性硬化症プラーク）のように明確なこ
とがある。このような痛みに対しては二次性と言
う用語が用いられ，原因を特定できる。これら以
外の場合には原因が明らかでないため，特発性と
いう用語を用いる。
　三叉神経痛，舌咽神経痛および中間神経痛に対
しては，典型的という用語を引き続き使用すること
とした。この用語は，画像診断や手術によってこれ
らの神経に対して血管による圧迫が明らかな場合
に使用する。厳密に言えば，典型的神経痛は神経に
対する血管の圧迫に由来するため二次性である。
しかし，より幅の広い治療選択と異なる病態を有し
ている可能性を鑑みると，これらの神経痛をその他
の原因による痛みから区別することは有益である。

解説  

　再発性，片側性の短時間の電撃痛で，突然始ま

三叉神経の病変または疾患に
よる疼痛13.1

三叉神経痛13.1.1
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13．�脳神経の有痛性病変および�
その他の顔面痛

Painful lesions of the cranial nerves and other facial pain

13.10　�再発性有痛性眼筋麻痺性ニューロパチー
（Recurrent painful ophthalmoplegic neuropathy）

13.11　�口腔内灼熱症候群（BMS）（Burning mouth 
syndrome：BMS）

13.12　�持続性特発性顔面痛（PIFP）（Persistent idiopathic 
facial pain：PIFP）

13.13　�中枢性神経障害性疼痛（Central neuropathic 
pain）

 13.13.1　�多発性硬化症（MS）による中枢性神経障�
害性疼痛〔Central neuropathic pain attributed 
to multiple sclerosis（MS）〕

 13.13.2　�中枢性脳卒中後疼痛（CPSP）（Central 
post-stroke pain：CPSP）



り終了する。三叉神経枝の支配領域に限定してお
り，非侵害刺激によって誘発される（2枝領域以上
に及ぶこともある）。明らかな原因がなく発症す
るか，他疾患の結果として生じることもある。さ
らに，障害されている神経の支配領域に一致する
中等度の持続痛を伴うこともある。
以前に使用された用語  

　疼痛［性］チック（tic douloureux），一次性三叉神
経痛（primary trigeminal neuralgia）
診断基準  

 A ． 三叉神経枝の 1つ以上の支配領域に生じ，三
叉神経領域を越えて広がらない一側性の発作
性顔面痛を繰り返し（注　❶），Bと Cを満た
す。

 B ． 痛みは以下のすべての特徴をもつ
　　①　 数分の 1秒～2分間持続する（注　❷）
　　②　 激痛（注　❸）
　　③　 電気ショックのような，ズキンとするよう

な，突き刺すような，または，鋭いと表現
される痛みの性質

 C ． 障害されている神経支配領域への非侵害刺激
により誘発される（注　❹）

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 少数例では障害されている神経の支配領域を
越えて痛みが広がることもある。その場合でも
痛みは三叉神経の皮膚分節内に留まる。

❷　 発作痛の持続時間は経過中に変化し，徐々に延
長することがある。発作痛が主として 2分を超
えて持続すると訴える患者は少数である。

❸　 痛みは経過中に重症化していくこともある。
❹　 痛みの発作は自発痛として，または，自発痛の
ように感じられることがある。ただし，この診
断に分類するためには，非侵害刺激によって痛
みが誘発された既往や所見がなければならな
い。理想的には，診察医は痛みを誘発する現象
が再現することを確定するべきである。しか
し，患者が拒否したり，トリガーの解剖学的位
置が刺激困難であったり，他の要因によって必
ずしも確定できないこともある。
コメント  

　13.1.1「三叉神経痛」は臨床的に診断される。

検査は三叉神経痛の原因を特定するために行われ
る。
　痛みを誘発するトリガー以外には，13.1.1「三
叉神経痛」の患者は，定量的体性感覚評価（quan-

titative sensory testing：QST）のような詳細な評価
法を使用しない限り，異常を示さないことが多
い。しかし，臨床神経診察によって感覚障害の所
見が得られることがあり，この場合は速やかに原
因検索を行うべきである。13.1.1.1「典型的三叉神
経痛」，13.1.1.2「二次性三叉神経痛」または
13.1.1.3「特発性三叉神経痛」のようなサブフォー
ムの診断は，このような評価が行われることによ
り可能になる。
　痛みが非常に強い場合には，痛みのために患側
の表情筋の収縮をしばしば引き起こす（疼痛性
チック）。
　流涙や眼球の発赤のような軽度の自律神経症状
を伴うこともある。
　痛みの発作が起こったあとには，通常，痛みが
誘発されない不応期がある。

解説  

　神経血管圧迫以外に明らかな原因がなく生じる
三叉神経痛。
診断基準  

 A ． 13.1.1「三叉神経痛」の診断基準を満たす片
側顔面痛の繰り返す発作

 B ． MRI上または手術中に三叉神経根の形態学
的な変化（注　❶）を伴う神経血管圧迫所見（単
なる接触所見ではない）が実証されている
注  

❶　 典型的には萎縮か位置の異常。
コメント  

　神経血管圧迫による三叉神経根の萎縮や位置異
常（あるいはその両方）は，13.1.1「三叉神経痛」の
他覚所見や自覚症状とは独立して合併することが
ある。これらの解剖学的な変化が観察された場合
に，三叉神経痛を 13.1.1.1「典型的三叉神経痛」と
診断する。
　神経血管圧迫は，三叉神経根入口部（root entry 

zone：REZ）で生じることが多く，静脈よりも動脈

典型的三叉神経痛13.1.1.1
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による圧迫で症状が顕在化する。MRI検査では，
三叉神経根の体積や断面積を計測することが可能
である。萎縮性変化とは，脱髄，神経脱失，微小
血管系の変化およびその他の形態学的変化を指
す。三叉神経の萎縮性変化がどのような機序で痛
みを引き起こすかは正確には解明されていない。
ただし，術前に萎縮性変化が観察される症例で
は，微小血管減圧術の治療成績がよいことが示さ
れている。
　13.1.1.1「典型的三叉神経痛」と診断される患者
の多くは，痛みの初発症状を記憶していることが
多い。
　13.1.1.1「典型的三叉神経痛」の多くは，三叉神
経第 2枝または 3枝に発症する。まれに痛みが両
側に生じることもある（同時というよりも連続的
な発症）。
　13.1.1.1「典型的三叉神経痛」は，文献的には前
三叉神経痛と呼ばれる非典型的な持続痛の発作が
先行することがある。
　痛み発作の間は，ほとんどの患者で無症状であ
る。しかしサブフォームの 13.1.1.1.2「持続痛を
伴う典型的三叉神経痛」では，障害されている領
域に持続的な背景痛が存在する。

解説  

　持続的背景痛的顔面痛を伴わない典型的三叉神
経痛。
診断基準  

 A ． 13.1.1.1「典型的三叉神経痛」の診断基準を満
たす片側顔面痛の繰り返す発作

 B ． 痛み発作の間は，障害されている三叉神経領
域に痛みがない
コメント  

　13.1.1.1.1「典型的三叉神経痛，純粋発作性」は
薬物療法（特にカルバマゼピンかオクスカルバゼ
ピン）に対して，少なくとも発症初期は反応性が
よいことが多い。

以前に使用された用語  

　非典型的三叉神経痛（atypical trigeminal neural-

gia），三叉神経痛タイプ2（trigeminal neuralgia type 

2）
解説  

　持続性顔面痛が付随した典型的三叉神経痛。
診断基準  

 A ． 13.1.1.1「典型的三叉神経痛」の診断基準を満
たす片側顔面痛の繰り返す発作

 B ． 痛み発作の間に障害されている三叉神経領域
に持続性，または，ほぼ持続性の痛みを伴う
コメント  

　末梢性あるいは中枢性感作が持続痛の原因の可
能性がある。

解説  

　原因となる疾患に伴い生じる三叉神経痛。臨床
的な評価では，多くの患者において感覚障害が示
されている。
診断基準  

 A ． 13.1.1「三叉神経痛」の診断基準を満たす片
側顔面痛の繰り返す発作があり，純粋発作性
または持続性あるいはほぼ持続性の痛みを合
併する

 B ． 神経痛を起こす原因となることが知られてい
る疾患があり，それにより神経痛の説明が可
能である（注　❶）

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない（注　❷）
注  

❶　 小脳橋角部腫瘍，動静脈奇形，および多発性硬
化症が原因疾患として認識されている。

❷　 13.1.1.2「二次性三叉神経痛」を引き起こす疾
患を検索するためにはMRIが最適である。他
の検査方法として，三叉神経反射および三叉神
経誘発電位のような神経生理検査がある。これ
らはMRI検査が施行できない患者に適してい
る。

他疾患にコード化する  

　13.13.1「多発性硬化症（MS）による中枢性神経
障害性疼痛」。

典型的三叉神経痛，純粋発作性13.1.1.1.1

持続痛を伴う典型的三叉神経痛13.1.1.1.2

二次性三叉神経痛13.1.1.2

多発性硬化症による三叉神経痛13.1.1.2.1
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解説  

　多発性硬化症プラーク（脱髄巣）による，また
は，橋や REZのプラークによる三叉神経痛で，多
発性硬化症による痛み以外の自覚症状や臨床徴
候，検査結果を伴う。
診断基準  

 A ． 13.1.1「三叉神経痛」の診断基準を満たす片
側顔面痛の繰り返す発作

 B ． 以下の両方を満たす
　　①　 多発性硬化症が診断されている
　　②　 REZまたは橋内の一次求心路を障害する

橋のプラークがMRIで示されている。ま
たは，その存在がルーチンの電気生理学的
検査（注　❶）が示す三叉神経伝導路障害に
より示唆されている

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 瞬目反射または三叉神経誘発電位
コメント  

　13.1.1.2.1「多発性硬化症による三叉神経痛」は
多発性硬化症患者の2～5％に発症するとされ，時
に両側性である。逆に，13.1.1「三叉神経痛」の
患者の中では，2～4％だけが多発性硬化症による
ものである。三叉神経痛の症状は，まれに多発性
硬化症の初発症状となる。
　橋病変は，三叉神経の脳幹内の三叉神経核への
橋内中枢伝導路を障害する。橋病変は三叉神経視
床路の二次ニューロンを障害し，非発作性の痛み
や異常感覚（dysesthesia）を引き起こすことが多い。
したがって，橋病変による痛みは，13.13.1「多発
性硬化症（MS）による中枢性神経障害性疼痛」に
分類される。
　多発性硬化症の患者のなかにも三叉神経根の神
経血管圧迫が観察されることがある。このような
場合には，神経への圧迫によって有痛性発作がよ
り起こりやすい状態を多発性硬化症が誘導してい
ると考えられている。
　13.1.1.2.1「多発性硬化症による三叉神経痛」は，
13.1.1.1「典型的三叉神経痛」に比べて，薬理学的
および外科的介入に対して抵抗性である。

解説  

　障害されている三叉神経および占拠性病変の接
触が原因となる三叉神経痛。
診断基準  

 A ． 13.1.1「三叉神経痛」の診断基準を満たす片
側顔面痛の繰り返す発作

 B ． 以下の両方を満たす
　　①　 障害されている三叉神経に接触する占拠

性病変が診断されている
　　②　 痛みは，その占拠性病変の発見後から起

こっている。または，痛みが占拠性病変発
見の契機となった

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
コメント  

　13.1.1.2.2「占拠性病変による三叉神経痛」の患
者では，臨床的に検出可能な感覚障害の他覚的徴
候を伴うことも伴わないこともあるが，三叉神経
脳幹反射のような電気生理学的検査ではほぼ全て
の患者で異常を示す。

解説  

　これまでに述べてきた以外の原因疾患によって
引き起こされる三叉神経痛。
診断基準  

 A ． 13.1.1「三叉神経痛」の診断基準を満たす片
側顔面痛の繰り返す発作があり，純粋発作性
または持続性あるいは，ほぼ持続性の痛みを
合併する。しかし，必ずしも片側性ではない

 B ． 以下の両方を満たす
　　①　 これまでに示されてきた以外の疾患で，三

叉神経痛の原因となる疾患が診断されて
いる（注　❶）

　　②　 痛みは，その原因疾患の発症後発現した。
または，痛みが原因疾患の診断の契機と
なった

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 頭蓋底の骨変形，結合組織病，動静脈奇形，硬
膜動静脈瘻およびニューロパチーまたは神経

占拠性病変による三叉神経痛13.1.1.2.2

その他の原因による三叉神経痛13.1.1.2.3
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過興奮を引き起こす遺伝性疾患が原因疾患と
して認識されている。

解説  

　電気生理学的検査またはMRI検査により明ら
かな異常が示されない三叉神経痛。
診断基準  

 A ． 13.1.1「三叉神経痛」の診断基準を満たす片
側顔面痛の繰り返す発作があり，純粋発作性
または持続性あるいは，ほぼ持続性の痛みを
合併する

 B ． 13.1.1.1「典型的三叉神経痛」または 13.1.1.2

「二次性三叉神経痛」が電気生理学的検査およ
びMRIを含む適切な検査により否定されて
いる（注　❶）

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 血管および三叉神経または三叉神経根（あるい
はその両方）との接触所見は，健常人において
も神経画像検査により得られる一般的所見で
ある。このような接触所見が 13.1.1「三叉神経
痛」の患者で発見され，三叉神経根の形態学的
な変化（例：萎縮または位置の異常）が認められ
ない場合，13.1.1.1「典型的三叉神経痛」の診
断基準が満たされず，特発性三叉神経痛と考え
られる。

診断基準  

 A ． 13.1.1.3「特発性三叉神経痛」の診断基準を満
たす片側顔面痛の繰り返す発作

 B ． 痛み発作の間は，障害されている三叉神経領
域に痛みがない

診断基準  

 A ． 13.1.1.3「特発性三叉神経痛」の診断基準を満
たす片側顔面痛の繰り返す発作

 B ． 痛み発作の間も患部の三叉神経領域に持続性
または，ほぼ持続性の痛みを伴う

解説  

　三叉神経の 1枝以上の神経領域に生じる顔面痛
で，他の疾患が原因となり神経損傷の存在が示唆
されている。主な痛みの訴えは，通常，持続性ま
たはほぼ持続性で，一般的に焼け付くようなある
いは絞られるようなと表現され，ピンや針で突か
れるような感覚と類似する。短時間の痛みの発作
が重なって出現することがあるが，これらは主た
る疼痛症状とは異なる。このような痛みの組み合
わせがあることから，有痛性三叉神経ニューロパ
チーは三叉神経痛のサブタイプとは区別される。
三叉神経の支配領域に臨床的に検知可能な感覚脱
失や機械的アロディニア，冷痛覚過敏を伴い，
IASPの神経障害性疼痛の診断基準を満たす。一
般に，アロディニアを示す範囲は，三叉神経痛で
観察されるようなトリガーゾーンよりもかなり広
範である。

解説  

　持続 3ヵ月未満で，片側性の顔面痛。三叉神経
枝の 1枝以上の支配領域に分布し，帯状疱疹に
よって生じ，急性帯状疱疹の他の自覚症状と徴候
を随伴する。
診断基準  

 A ． 発症から 3ヵ月未満の片側顔面痛で三叉神経
の 1枝以上の支配領域に分布する

 B ． 以下のいずれか 1つ以上を満たす
　　①　 帯状疱疹による皮疹が痛みと同じ三叉神

経の支配領域に発現している
　　②　 帯状疱疹ウイルスがポリメラーゼ連鎖反

応（PCR）法により髄液中から検出されて
いる

　　③　 病変の基部から得られた細胞において，帯
状疱疹ウイルス抗原に対する直接的免疫
蛍光アッセイあるいは帯状疱疹ウイルス
DNAに対するPCRアッセイが陽性である

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない

特発性三叉神経痛13.1.1.3

特発性三叉神経痛，純粋発作性13.1.1.3.1

持続痛を伴う特発性三叉神経痛13.1.1.3.2

有痛性三叉神経ニューロパチー13.1.2

帯状疱疹による有痛性三叉神経
ニューロパチー13.1.2.1
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コメント  

　帯状疱疹で三叉神経節が障害されるのは 10～
15％であり，そのうち約 80％は三叉神経第 1枝領
域に発症する。まれに帯状疱疹の皮疹やその集簇
を伴わない（無疱疹性帯状疱疹）で痛みが起こるこ
とがある。このような症例では，診断は脳脊髄液
中の帯状疱疹ウイルスDNAをポリメラーゼ連鎖
反応法で確定する。
　13.1.2.1「帯状疱疹による有痛性三叉神経
ニューロパチー」は焼けつくような，突き刺すよ
うな，またはズキンとするような，ビリビリする
ような，あるいは疼くような痛みで，皮膚アロ
ディニアを伴うことが多い。
　三叉神経第 1枝の帯状疱疹は第Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ脳神
経麻痺を合併することもある。帯状疱疹は免疫不
全患者に多く起こり，リンパ腫患者の約 10％，ホ
ジキン病患者の約 25％に起こる。

以前に使用された用語  

　帯状疱疹後三叉神経ニューロパチー（post-her-

petic trigeminal neuropathy）
解説  

　帯状疱疹によって引き起こされた片側顔面の痛
みが 3ヵ月以上持続または繰り返し起こる。その
疼痛部位は三叉神経枝の 1枝以上の支配領域と一
致し，さまざまな感覚障害を随伴する。
診断基準  

 A ． 三叉神経枝の 1枝または 2枝以上の支配領域
に起こる片側顔面痛で，3ヵ月を超えて持続
または繰り返し，Cを満たす

 B ． 痛みと同じ三叉神経の支配領域に帯状疱疹の
既往がある

 C ． 痛みは帯状疱疹感染と時期的に一致して発現
した（注　❶）

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 痛みは帯状疱疹の皮疹がまだ活動期にある時
期から生じることが多いが，皮疹が治癒してか
ら痛みが起きることもある。このような症例で
は，帯状疱疹による皮疹の後遺症として，蒼白
色または明紫色の瘢痕が見られることもある。

コメント  

　これまで長い期間用いられてきた呼称ではある
が，帯状疱疹後神経痛は基本的にニューロパチー
あるいはニューロノパチー（neuronopathy）であ
る。神経，神経節および神経根に明らかな解剖学
的病変がある。13.1.2.2「帯状疱疹後三叉神経痛」
では，三叉神経脳幹複合体に炎症が広がっている
こともある。
　急性帯状疱疹の発症後，高齢者では帯状疱疹後
神経痛に移行することが多い。
　三叉神経第 1枝は 13.1.2.2「帯状疱疹後三叉神
経痛」のなかで最も罹患頻度が高いが，第 2およ
び第 3枝に起こることもある。典型的には，帯状
疱疹後神経痛の症状は焼けつくような痛みと痒み
である。罹患部位の痒みは時に顕著であり，患者
を極端に苦しめることがある。明確な感覚障害と
ブラシにより引き起こされる機械的アロディニア
が罹患部位に起こることも一般的である。しか
し，多くの患者でほとんど感覚消失を示さず，代
わりに熱刺激または圧刺激（あるいはその両方）に
対して過敏な反応を示す。

以前に使用された用語  

　三叉神経の有痛性感覚脱失（anaesthesia dolo-

rosa）
解説  

　片側または両側顔面，または口部の痛みが三叉
神経の外傷により起こり，三叉神経機能不全の臨
床症状またはその他の症候（あるいはその両方）を
伴う。
診断基準  

 A ． 三叉神経枝の 1枝以上の支配領域に起こる顔
面または口部（あるいはその両方）の痛みで，
Cを満たす

 B ． 三叉神経に対する明確な外傷（注　❶）の既往
があり，三叉神経機能不全を示す臨床的に明
らかな陽性徴候（痛覚過敏，アロディニア）ま
たは陰性徴候（感覚低下，痛覚鈍麻）（あるい
はその両方）を伴う

 C ． 原因となる証拠として，以下の両方が示され

帯状疱疹後三叉神経痛13.1.2.2

外傷後有痛性三叉神経ニューロパ
チー13.1.2.3
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ている
　　①　 痛みは外傷を受けた三叉神経支配領域に

局在している
　　②　 痛みは三叉神経の外傷から 6ヵ月未満で

発現している
 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 三叉神経に対する外傷は，機械的，化学的，温
度的，または放射線による障害を含む。三叉神
経節または神経根に対する神経焼灼術後に 1

枝以上の三叉神経領域に神経障害性疼痛が生
じることがある。このような痛みは，外傷後
ニューロパチーとみなし，ここにコード化する。
コメント  

　痛みの持続期間は発作性から持続性までと幅広
く，場合によっては発作痛と持続痛が混在する。
　特に，放射線による神経節後性の障害では，
ニューロパチーは照射 3ヵ月を超えた時期に発症
することもある。
　三叉神経節または神経根を標的にした神経焼灼
術後の 13.1.2.3「外傷後有痛性三叉神経ニューロ
パチー」では，13.1.1「三叉神経痛」の再発によ
り，両疾患が併存することもある。

解説  

　片側または両側顔面または口部の痛みが，これ
まで述べてきた以外の疾患が原因となり，三叉神
経枝の 1枝以上の支配領域に起こり，三叉神経機
能不全を示す症状や臨床症候を伴う。
診断基準  

 A ． 三叉神経枝の 1枝以上の支配領域に起こる顔
面または口部（あるいはその両方）の痛みで，
Cを満たす

 B ． これまで述べてきた以外の三叉神経ニューロ
パチーの原因となることが知られている疾患
が診断されており，三叉神経枝の 1枝以上の
三叉神経機能不全を示す臨床的に明らかな陽
性徴候（痛覚過敏，アロディニア）または陰性
徴候（感覚低下，痛覚鈍麻）（あるいはその両
方）を伴う

 C ． 原因となる証拠として，以下の両方が示され
ている

　　①　 痛みは原因となる疾患の三叉神経支配領
域と同じ領域にある

　　②　 痛みは，その疾患の発症の後に発現した。
または，痛みがその疾患の診断の契機と
なった

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
コメント  

　有痛性三叉神経ニューロパチーは多発性硬化症
や占拠性病変，他の全身疾患に続発して起こり，
13.1.1.2「二次性三叉神経痛」と 13.1.2「有痛性三
叉神経ニューロパチー」は，臨床的な特徴（自発痛
の性質，誘発痛，感覚障害の有無）によってのみ区
別される。
　膠原病や遺伝性疾患によって引き起こされる
13.1.2「有痛性三叉神経ニューロパチー」は，通
常，両側性である。ただし，発症時には左右非対
称であったり，背景痛に発作痛が重複するような
場合もある。最終的に両側性の感覚障害と持続痛
を発症し，診断が確定することもある。MRIでは
異常所見がないが，三叉神経反射は必ず遅延また
は脱失している。

解説  

　片側または両側の三叉神経枝の 1枝以上の支配
領域の痛みで，三叉神経の傷害が示唆されるが明
確な病因が不明なもの。
診断基準  

 A ． 片側または両側の三叉神経枝の 1枝以上の支
配領域の顔面痛で，Bを満たす

 B ． 三叉神経機能不全を示す臨床的に明らかな陽
性徴候（痛覚過敏，アロディニア）または陰性
徴候（感覚低下，痛覚鈍麻）（あるいはその両
方）を伴う

 C ． 原因となる疾患は特定されていない
 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない

その他の疾患による有痛性三叉神経
ニューロパチー13.1.2.4 特発性有痛性三叉神経ニューロパ

チー13.1.2.5
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以前に使用された用語  

　迷走舌咽神経痛
解説  

　舌咽神経痛は舌咽神経のみならず迷走神経の耳
枝および咽頭枝の支配領域に，片側性，短時間で，
激烈な，刺すような痛みが起こる。痛みは突然発
症し，突然終了する。痛みは，耳，舌基部，扁桃
窩または下顎角直下に生じる。嚥下，会話または
咳嗽によって誘発されるのが一般的であり，典型
的三叉神経痛のように寛解と再発を繰り返すこと
がある。
診断基準  

 A ． 舌咽神経の支配領域（注　❶）に生じる片側の
繰り返す発作性の痛みで，Bを満たす

 B ． 痛みは以下の全ての特徴をもつ
　　①　 数秒～2分持続する
　　②　 激痛
　　③　 電気ショックのような，ズキンとするよう

な，刺すような，または鋭いと表現される
痛みの性質

　　④　 嚥下，咳嗽，会話またはあくびで誘発され
る

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 舌の後部，扁桃窩，咽頭または下顎角または耳
のいずれか 1つ以上。
コメント  

　13.2.1「舌咽神経痛」は 13.1.1「三叉神経痛」と
一緒に起こることがある。
　上喉頭神経は迷走神経の枝である。上喉頭神経
痛は 13.2.1「舌咽神経痛」と同様の場所に生じる
ため，臨床的には区別することが困難である。
　画像検査では，舌咽神経の血管による圧迫が明
らかになることもある。
　発症前に，数週間から数ヵ月にわたって障害部

位において不快な感覚を経験することがある。
　13.2.1「舌咽神経痛」の痛みは，目，鼻，顎，
肩に放散することもある。症状が重度であるため
体重減少をきたすことがある。まれに，痛み発作
に咳嗽，嗄声，失神，または徐脈などの迷走神経
刺激症状が伴うことがある。舌咽神経痛を咽頭舌
咽神経痛，耳舌咽神経痛，迷走舌咽神経痛の 3つ
のサブフォームに分類することが提唱されてお
り，心停止，痙攣あるいは失神を伴う痛みの場合
には，迷走舌咽神経痛という用語を用いることが
提案されている。
　臨床的な評価では，障害されている神経領域の
感覚障害が通常示されることはない。しかし，軽
度の感覚障害が発見されたとしても，舌咽神経痛
を否定する根拠にはならない。重度の感覚障害ま
たは咽頭反射の減弱や消失があれば，速やかに病
因検索を行うべきである。
　13.2.1「舌咽神経痛」は，少なくとも初期には
薬物療法（特にカルバマゼピンないしはオクスカ
ルバゼピン）に対して通常，反応性である。
　13.2.1「舌咽神経痛」は少なくとも初期には，
薬物療法（特にカルバマゼピンやオクスカルバゼ
ピン）に反応することが通常である。扁桃および
咽頭壁への局所麻酔薬注入が数時間発作を予防す
ることが示唆されている。

解説  

　神経血管圧迫以外に明らかな原因がなく生じる
舌咽神経痛。
診断基準  

 A ． 13.2.1「舌咽神経痛」の診断基準を満たす片
側の痛みの繰り返す発作

 B ． MRI上または手術中に神経血管圧迫所見が
実証されている

解説  

　原因疾患により生じる舌咽神経痛。
診断基準  

 A ． 13.2.1「舌咽神経痛」の診断基準を満たす片
側の痛みで繰り返す発作がある

舌咽神経の病変または疾患に
よる疼痛13.2

舌咽神経痛13.2.1

典型的舌咽神経痛13.2.1.1

二次性舌咽神経痛13.2.1.2
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 B ． 神経痛を起こす原因となることが知られてい
る疾患があり，それにより神経痛の説明が可
能である（注　❶）
注  

❶　 頸部外傷，多発性硬化症，扁桃腺またはその周
囲の腫瘍，小脳橋角部腫瘍およびアーノルド・
キアリ奇形による 13.2.1.2「二次性舌咽神経痛」
の症例報告がある。

解説  

　神経血管圧迫所見またはその他原因となる疾患
の証拠が得られていない舌咽神経痛。
診断基準  

 A ． 13.2.1「舌咽神経痛」の診断基準を満たす片
側の痛みで繰り返す発作がある

 B ． 神経血管圧迫所見または 13.2.1.2「二次性舌
咽神経痛」の原因となる疾患が検査により発
見されていない

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない

解説  

　舌咽神経の支配領域（舌の後部，扁桃窩，咽頭ま
たは下顎角のいずれか 1つ以上）内に起こる痛み
である。加えて，痛みは同側の耳に感じられるこ
とも多い。主な痛みの訴えは，通常，持続性また
はほぼ持続性で，一般的に焼けつくようなとか絞
られるようなと表現され，ピンや針で突かれるよ
うな痛みに類似する。短時間の痛みの発作が重
なって出現することがあるが，これらは主たる疼
痛症状とは異なる。このような痛みの組み合わせ
がある場合は，有痛性舌咽神経ニューロパチーは
13.2.1「舌咽神経痛」のサブフォームとは区別さ
れる。同側の舌後部および扁桃窩の感覚障害が存
在することがあり，咽頭反射が減弱または消失す
ることもある。

解説  

　舌咽神経の支配領域に起こる片側の持続性また
はほぼ持続性の痛みで，短時間の痛み発作が重
なって出現することもしないこともある。痛みの
原因となる疾患が明らかに存在する。
診断基準  

 A ． 舌咽神経の支配領域に起こる片側の持続性ま
たはほぼ持続性の痛みで（注　❶），Cを満たす

 B ． 有痛性舌咽神経ニューロパチーを引き起こす
可能性が知られている疾患が診断されている
（注　❷）

 C ． 原因となる証拠として，以下の両方が示され
ている

　　①　 原因疾患により障害されている舌咽神経
と同側に痛みがある

　　②　 痛みは，原因疾患の発症の後に発現した。
または痛みがその疾患の診断の契機と
なった

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 短時間の痛みの発作が重なって出現すること
があるが，これらは中心となる疼痛症状とは異
なるものである。

❷　 小脳橋角部腫瘍および手術中の医原性舌咽神
経損傷が有痛性舌咽神経ニューロパチーの原
因として報告されている。

解説  

　舌咽神経の支配領域に起こる片側の持続性また
はほぼ持続性の痛みで，短時間の痛み発作が重
なって出現することもしないこともあるが，病因
が不明なもの。
診断基準  

 A ． 舌咽神経の支配領域に起こる片側の持続性ま
たはほぼ持続性の痛み（注　❶）

 B ． 原因となる疾患は特定されていない
 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない

特発性舌咽神経痛13.2.1.3

有痛性舌咽神経ニューロパチー13.2.2

既知の原因による有痛性舌咽神経
ニューロパチー13.2.2.1

特発性有痛性舌咽神経ニューロパ
チー13.2.2.2
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注  

❶　 短時間の痛みの発作が重なって出現すること
があるが，これらは中心となる疼痛症状とは異
なるものである。

解説  

　まれな疾患であり，短時間の発作痛が外耳道の
深くに感じられ，時には頭頂後頭領域に放散す
る。大多数の症例で手術時に血管性圧迫所見が発
見され，くも膜の肥厚を伴う。ただし，明らかな
原因がなく起こることもあれば，帯状疱疹の合併
症や非常に稀であるが多発性硬化症または腫瘍の
合併症として起こることもある。外耳道後壁また
は耳介周囲（あるいはその両方）の誘発部位への刺
激によって引き起こされる。
診断基準  

 A ． 中間神経の支配領域（注　❶）に生じる片側の
繰り返す発作痛で，Bを満たす

 B ． 痛みは以下のすべての特徴を持つ
　　①　 数秒～数分間持続する
　　②　 激痛
　　③　 ズキンとするような，突き刺すような，ま

たは，鋭いと表現される痛みの性質
　　④　 外耳道後壁または耳介周囲（あるいはその

両方）の誘発部位の刺激で痛みが引き起こ
される

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない（注　❷）
注  

❶　 痛みは外耳道，耳介，乳様突起の領域，時に軟
口蓋に局在し，時に側頭部または下顎部に痛み
が放散することもある。

❷　 外耳の神経支配は複雑で重複もあり，痛みの原
因となる候補神経は三叉神経（耳介側頭神経），
顔面神経（中間神経），舌咽神経，迷走神経が場
合により複数関与している可能性が考えられ，
血管による神経圧迫が明確でなければ原因神

経を 1つに特定することは困難かもしれない。
コメント  

　13.3.1「中間神経痛」では，時に流涙，唾液過
多または味覚の異常を伴うことがある。

解説  

　神経血管圧迫以外に明らかな原因がなく生じる
中間神経痛。
診断基準  

 A ． 13.3.1「中間神経痛」の診断基準を満たす片
側の痛みの繰り返す発作

 B ． MRI上または手術中に中間神経根の神経血
管圧迫所見が実証されている。

解説  

　原因疾患により生じる中間神経痛。
診断基準  

 A ． 13.3.1「中間神経痛」の診断基準を満たす片
側の痛みで繰り返す発作がある

 B ． 神経痛を起こす原因となることが知られてい
る疾患があり，それにより神経痛の説明が可
能である（注　❶）
注  

❶　 多発性硬化症または腫瘍が 13.3.1.2「二次性中
間神経痛」の原因となることを示した症例報告
がある。腫瘍による症例では，腫瘍に近接する
他の神経の損傷を示す神経脱落症状がより明
らかになることが多い。典型的には，帯状疱疹
は通常，13.3.2.1「帯状疱疹による有痛性中間
神経ニューロパチー」となり，13.3.1.2「二次
性中間神経痛」は発症しない。

解説  

　神経血管圧迫所見またはその他原因となる疾患
の証拠がなく起こる中間神経痛。
診断基準  

 A ． 13.3.1「中間神経痛」の診断基準を満たす片
側の痛みの繰り返す発作

 B ． 神経血管圧迫所見または 13.3.1.2「二次性中

中間神経の病変または疾患に
よる疼痛13.3

中間神経痛13.3.1

典型的中間神経痛13.3.1.1

二次性中間神経痛13.3.1.2

特発性中間神経痛13.3.1.3
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間神経痛」の原因となる疾患が示されていな
い

 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない

解説  

　中間神経の支配領域（外耳道，耳介または乳様
突起領域のいずれか 1つ以上）内に起こる痛み。
痛みの訴えは，通常，持続性またはほぼ持続性で，
耳の奥深くに鈍痛があると表現される。短時間の
痛みの発作が重なって出現することがあるが，こ
れらは主たる疼痛症状とは異なる。このような痛
みの組み合わせがあることから，有痛性中間神経
ニューロパチーは 13.3.1「中間神経痛」のサブ
フォームとは区別される。外耳道や耳介，乳様突
起の皮膚の感覚障害が観察されることがあり，そ
の程度は通常，軽微である。

以前に使用された用語  

　顔面麻痺を伴う 13.3.2.1「帯状疱疹による有痛
性中間神経ニューロパチー」はラムゼイ・ハント
症候群として知られる。
解説  

　中間神経の神経領域に起こる片側の持続性ない
しはほぼ持続性の痛みで，短時間の痛み発作が重
なって出現することもしないこともある。中間神
経の帯状疱疹ウイルス感染によって生じ，外耳道
の奥に感じられる痛みで，顔面神経麻痺を伴うこ
とが多く，帯状疱疹感染とその後遺症の症状や徴
候を伴う。
診断基準  

 A ． 片側の持続性またはほぼ持続性の痛み（注　
❶）が中間神経の支配領域（注　❷）に起こり，
Cを満たす

 B ． 以下のいずれか 1つ以上を満たす
　　①　 帯状疱疹による皮疹が中間神経の支配領

域に発現している（注　❸）
　　②　 帯状疱疹ウイルスがポリメラーゼ連鎖反

応（PCR）法により髄液中から検出される

　　③　 病変部の細胞において，帯状疱疹ウイルス
抗原に対する直接的免疫蛍光アッセイま
たは帯状疱疹ウイルスDNAに対するPCR

アッセイで陽性となる
 C ． 痛みは帯状疱疹の感染と時期的に一致して発
現した（注　❹）

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない（注　❺）
注  

❶　 短時間の痛みの発作が重なって出現すること
があるが，これらは中心となる疼痛症状とは異
なる。

❷　 外耳道，耳介または乳様突起の領域のいずれか
1つ以上に痛みが生じる。

❸　 ウイルス感染の広がりにより，他の脳神経も障
害されることがある。

❹　 痛みが皮疹の発現よりも先行することがある。
❺　 急性期の臨床診断は，鼓膜，外耳道または乳様
突起のいずれか 1つ以上の領域の皮膚に水疱
が発現していることで確定する。鼓索神経を通
じてウイルスが舌の前 1/3に至り水疱が出現
することがある。また顔面神経の vestigial rem-

nant branchの支配を受ける硬口蓋に発現する
こともある。
コメント  

　他の脳神経（Ⅷ，Ⅸ，Ⅹ，Ⅺ）も障害されること
があり，耳鳴り，聴覚障害，前庭性めまい，悪心，
嗄声，嚥下障害が起こる。
　13.3.2.1「帯状疱疹による有痛性中間神経
ニューロパチー」の自然経過についてはほとんど
知られていないが，3ヵ月を超えて痛みが持続す
ることもある。このような痛みは，13.3.2.2「帯状
疱疹後中間神経痛」に分類されるべきである。

解説  

　中間神経の支配領域の片側の痛みが 3ヵ月以
上，持続または繰り返し起こる。痛みは外耳道の
奥に自覚され，中間神経の帯状疱疹感染により起
こる。
診断基準  

 A ． 片側の痛みが 3ヵ月を超えて持続または繰り
返し，中間神経の支配領域（注　❶）に起こり，

有痛性中間神経ニューロパチー13.3.2

帯状疱疹による有痛性中間神経
ニューロパチー13.3.2.1

帯状疱疹後中間神経痛13.3.2.2
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Cを満たす
 B ． 中間神経における帯状疱疹の既往がある
 C ． 痛みは帯状疱疹の感染と時期的に一致して発
現した（注　❷）

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 外耳道，耳介，乳様突起の領域のいずれか 1つ
以上。

❷　 通常，痛みは帯状疱疹の感染がまだ活動的な時
期から生じることが多いが，時に遅れて生じる
こともある。

解説  

　中間神経の支配領域に起こる片側の持続性また
はほぼ持続性の痛みで，短時間の痛み発作が重
なって出現することもしないこともある。帯状疱
疹以外に，痛みの原因となる疾患が明らかにあ
り，その疾患による痛み以外の自覚症状または徴
候（あるいはその両方）があることもある。
診断基準  

 A ． 片側の持続性またはほぼ持続性の痛み（注　
❶）で，中間神経の支配領域（注　❷）に起こり，
Cを満たす

 B ． 帯状疱疹以外に，有痛性中間神経ニューロパ
チーを引き起こす可能性が知られている疾患
が診断されている（注　❸）

 C ． 痛みは，その疾患の発症後に発現した。また
は，痛みがその疾患の診断の契機となった

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 短時間の痛みの発作が重なって出現すること
があるが，これらは中心となる疼痛症状とは異
なる。

❷　 外耳道，耳介または乳様突起の領域のいずれか
1つ以上に痛みが生じる。

❸　 13.3.2「有痛性中間神経ニューロパチー」はま
れに，顔面の腫瘍または顔面神経膝神経節の損
傷により生じることが報告されている。

解説  

　中間神経の支配領域に起こる片側の持続性また
はほぼ持続性の痛みで，短時間の痛みの発作が重
なって出現することもしないこともあるが，原因
が不明なもの。
診断基準  

 A ． 片側または両側の痛みで中間神経の支配領域
（注　❶）に起こる

 B ． 原因となる疾患は特定されていない
 C ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 外耳道，耳介または乳様突起の領域のいずれか
1つ以上に痛みが生じる。

解説  

　頭皮の後部に生じる，片側性あるいは両側性
の，ズキンとするまたは刺すような痛みであり，
大後頭神経，小後頭神経または第 3後頭神経の支
配領域に分布する。時に障害部位の感覚低下ある
いは異常感覚を伴い，通常は罹患神経の圧痛を合
併する。
診断基準  

 A ． 大後頭神経，小後頭神経または第 3後頭神経
のいずれか 1つ以上の支配領域の片側性また
は両側性の痛みで，B～Dを満たす

 B ． 痛みは以下の 3つの特徴のうち少なくとも 2

項目を満たす
　　①　 数秒～数分間持続する疼痛発作を繰り返

す
　　②　 激痛
　　③　 ズキンとするような，刺すような，または

鋭いと表現される痛みの性質
 C ． 痛みは以下の両方を伴う
　　①　 頭皮または頭髪（あるいはその両方）への

非侵害刺激により，異常感覚またはアロ
ディニア（あるいはその両方）が出現する。

その他の疾患による有痛性中間神経
ニューロパチー13.3.2.3

特発性有痛性中間神経ニューロパ
チー13.3.2.4

後頭神経痛13.4
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　　②　 以下のいずれかまたは両方
　　　 a ） 障害神経枝上の圧痛
　　　 b ） 大後頭神経の出口部または頸髄神経根

C2領域にトリガーポイントがある
 D ． 痛みは障害されている神経の局所麻酔薬によ
るブロックで一時的に改善する

 E ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
コメント  

　三叉神経脊髄路核における三叉神経‒頸髄神経
の神経間連絡により，13.4「後頭神経痛」の痛み
が前頭-後頭領域に及ぶことがある。
　13.4「後頭神経痛」は，環椎軸椎関節，上関節
突起間関節に由来する後頭関連痛や，頸部筋群と
その付着部位の圧痛トリガーポイントと区別しな
くてはならない，

解説  

　後頭部または頸部（あるいはその両方）に突然発
症する，片側の鋭い，突き刺すような痛みで，頸
部を突然回旋したときに生じ，同側の舌の異常感
覚や位置異常を伴うことが多い。
診断基準  

 A ． 以下の B～Dのうち少なくとも 2項目を満た
す

 B ． 鋭い，突き刺すような片側の痛み（注　❶）が上
位頸部または後頭部（あるいはその両方）に生
じ，同側の舌の異常感覚または位置異常（あ
るいはその両方）を同時に伴う

 C ． 頸部の突然の回旋により誘発される
 D ． 数秒～数分持続する
 E ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 同時に異常感覚（dysesthesia）を伴うこともある
し，伴わないこともある。
コメント  

　最近になってこの病態についての詳細が報告さ
れ，ICHD-3βでは付録（Appendix）に記載されて
いたが診断分類に加えることが認可された。

以前に使用された用語  

　球後視神経炎（retrobulbar neuritis）
解説  

　視神経の脱髄による一眼または両眼の背後の痛
みで中心視覚障害を伴う。
診断基準  

 A ． 片側性または両側性の眼窩後部，眼窩，前頭
部または側頭部のいずれか 1つ以上の領域の
痛みで Cを満たす

 B ． 臨床所見，電気生理学的所見，画像所見また
は血液検査所見のいずれか 1つ以上が視神経
炎の存在を示す（注　❶）

 C ． 原因となる証拠として，以下の両方が示され
ている

　　①　 痛みは視神経炎と時期的に一致して発現
した

　　②　 痛みは眼球運動によって増悪する
 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 13.6「有痛性視神経炎」の 90％でガドリニウム
造影MRIで視神経の造影所見が認められる。
コメント  

　視神経炎の約 90％で痛みを伴うことが報告さ
れている。痛みは視力障害に先行することがある。
　13.6「有痛性視神経炎」は多発性硬化症でしば
しば観察される所見である。

解説  

　片側性の前頭部または眼周囲の痛みで，痛みと
同側の第Ⅲ，第Ⅳまたは第Ⅵ脳神経の虚血性不全
麻痺により起こり，同側の第Ⅲ，第Ⅳまたは第Ⅵ
脳神経の虚血性不全麻痺によるその他の臨床症候
を伴う。
診断基準  

 A ． 片側性の前頭部または眼窩周囲（あるいはそ

頸部—舌症候群13.5

有痛性視神経炎13.6

虚血性眼球運動神経麻痺によ
る頭痛13.7
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の両方）の頭痛で Cを満たす
 B ． 虚血性眼球運動神経麻痺を確定する臨床所見
および画像所見がある（注　❶）

 C ． 原因となる証拠として，以下の両方が示され
ている

　　①　 頭痛は眼球運動麻痺と同側に認められる
　　②　 頭痛は眼球運動神経麻痺と時期的に一致

して発現した
 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 13.7「虚血性眼球運動神経麻痺による頭痛」は
複視と同時に，または，先行して発症すること
がある。
コメント  

　糖尿病の存在の如何にかかわらず，大多数の眼
球運動神経麻痺は痛みを伴う。痛みは第Ⅲ脳神経
麻痺の患者において最も頻度が高く，次いで第Ⅵ
脳神経麻痺，第Ⅳ脳神経麻痺の順番にみられる。

解説  

　第Ⅲ，第Ⅳまたは第Ⅵ脳神経のいずれか 1つ以
上の麻痺を伴う片側の眼窩または眼窩周囲の痛み
で，海綿静脈洞，上眼窩裂あるいは眼窩内の肉芽
腫性炎症による。
診断基準  

 A ． 片側性の眼窩または眼窩周囲の頭痛でCを満
たす

 B ． 以下の両方を満たす
　　①　 海綿静脈洞，上眼窩裂または眼窩内に肉芽

腫性炎症がMRIまたは生検により確認さ
れる

　　②　 第Ⅲ，第Ⅳまたは第Ⅵ脳神経のいずれか 1

つ以上の麻痺
 C ． 原因となる証拠として，以下の両方が示され
ている

　　①　 頭痛は肉芽腫性炎症と同側に認められる
　　②　 頭痛と第Ⅲ，第Ⅳまたは第Ⅵ脳神経のいず

れか1つ以上の麻痺が出現する間隔は2週
間前以内か，または麻痺と同時に出現して

いる
 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
コメント  

　13.8「トロサ・ハント症候群」では第Ⅴ脳神経
（一般的には第 1枝），視神経，第Ⅶ脳神経あるい
は第Ⅷ脳神経の障害を合併することが報告されて
いる。瞳孔を支配する交感神経が障害されること
も時々ある。
　腫瘍や血管炎，頭蓋底髄膜炎，サルコイドーシ
スや糖尿病のような有痛性眼筋麻痺を引き起こす
その他の疾患を除外するために注意深い経過観察
が必要である。
　13.8「トロサ・ハント症候群」による痛みと麻
痺はコルチコステロイドによって適切に治療され
れば寛解する。

解説  

　三叉神経の眼枝支配領域に分布する持続性，片
側性の痛みで，時に三叉神経の上顎枝に広がる。
同側のホルネル症候群を伴い，中頭蓋窩または内
頸動脈の疾患による。
診断基準  

 A ． 持続性，片側性の頭痛で Cを満たす
 B ． 同側のホルネル症候群があり，中頭蓋窩また
は同側の内頸動脈のいずれか一方に頭痛の原
因疾患の証拠を示す画像所見を伴う

 C ． 原因となる証拠として，以下の両方が示され
ている

　　①　 頭痛はその疾患の出現と時期的に一致し
て発現している。またはその疾患の診断の
契機となった。

　　②　 頭痛は以下のいずれかまたは両方の特徴
を有する

　　　 a ） 三叉神経眼枝の支配領域に限局し，上
顎枝の領域に広がることも広がらない
こともある

　　　 b ） 眼球運動で増悪する
 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない

トロサ・ハント症候群13.8

傍三叉神経性眼交感神経
症候群（レーダー症候群）13.9
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コメント  

　13.9「傍三叉神経性眼交感神経症候群（レーダー
症候群）」の原著は 20世紀初頭において臨床と解
剖を対応させる方法の古典的な例と見なすことが
でき，有用であった。なぜなら眼瞳孔交感神経線
維の障害は中頭蓋窩の病変を示したからである。
今日レーダー症候群の用語を用いるべきかについ
ては非常に議論が分かれる。しかし，現在でも有
痛性ホルネル症候群は中頭蓋窩病変または内頸動
脈解離の診断に有用な所見であると一部の学者は
考えている。

以前に使用された用語  

　眼筋麻痺性片頭痛（opthalmoplegic migrane，こ
の症候群は片頭痛様ではなく，むしろ再発性有痛
性ニューロパチーであることから古典的かつ不適
切な眼筋麻痺性片頭痛という診断名は，棄却され
た）
解説  

　1本以上の眼球運動に関係する脳神経（第Ⅲ脳
神経が多い）麻痺の繰り返す発作で，同側の頭痛
を伴う。
診断基準  

 A ． Bを満たす発作が 2回以上ある
 B ． 以下の両方を満たす
　　①　 片側性の頭痛
　　②　 頭痛と同側の 3本の眼球運動神経のうち 1

本以上に運動麻痺がある（注　❶）
 C ． 適切な検査により眼窩内，傍トルコ鞍または
後頭蓋窩の病変が除外されている

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 いくつかのデータでは，頭痛が眼筋運動麻痺に
最長で 14日間先行して起きることを示してい
る。
コメント  

　MRIでは罹患脳神経でガドリニウム造影効果
または神経肥厚が認められることがある。コルチ
コステロイドを用いた治療が一部の患者に有効で

ある。

以前に使用された用語  

　口腔痛（stomatodynia），または舌に限局してい
る場合には舌痛（glossodynia）。
解説  

　3ヵ月を超えて，かつ 1日 2時間を超えて連日
再発を繰り返す，口腔内の灼熱感または異常感覚
で，臨床的に明らかな原因病変を認めないもの。
診断基準  

 A ． Bおよび Cを満たす口腔痛がある（注　❶）
 B ． 1日 2時間を超える痛みを連日繰り返し，3ヵ
月を超えて継続する

 C ． 痛みは以下の特徴の両方を有する
　　①　 灼熱感（注　❷）
　　②　 口腔粘膜の表層に感じる
 D ． 口腔粘膜は外見上正常であり，感覚検査を含
めた臨床的診察は正常である

 E ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 痛みは通常，両側性で，好発部位は舌の先端で
ある。

❷　 痛みの強さは変動する。
コメント  

　自覚的な口腔内乾燥感，異常感覚，および味覚
変化が存在することがある。
　閉経後の女性の有症率が高く，心理的社会的な
問題および精神疾患の合併が多いという研究成果
もある。近年得られた検査所見と脳画像により，
中枢および末梢神経系の変化が示唆されている。
　局所疾患（カンジダ症，扁平苔癬，唾液量減少）
あるいは全身疾患（薬剤誘発性，貧血，ビタミン
B12および葉酸欠乏，シェーグレン症候群，糖尿
病）による二次性の口腔内灼熱症候群を独立した疾
患概念とするかどうかは議論が分かれている。現
在のところ，付録に含めることでさえ正当化する
知見はない。

再発性有痛性眼筋麻痺性
ニューロパチー13.10

口腔内灼熱症候群（BMS）13.11
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以前に使用された用語  

　非定型顔面痛（atypical facial pain）
解説  

　神経学的脱落症候を伴わないが，3ヵ月間を超
え，1日 2時間を超えて持続し毎日繰り返す，さ
まざまな症状を伴う顔面または口腔（あるいはそ
の両方）の持続性の痛み。
診断基準  

 A ． Bおよび Cを満たす顔面または口腔（あるい
はその両方）の痛みがある

 B ． 1日 2時間を超える痛みを連日繰り返し，3ヵ
月を超えて継続する

 C ． 痛みは以下の両方の特徴を有する
　　①　 局在が不明瞭で，末梢神経の支配に一致し

ない
　　②　 鈍い，疼くような，あるいは，しつこいと

表現される痛みの性質
 D ． 神経学的診察所見は正常である
 E ． 適切な検査によって歯による原因が否定され
ている

 F ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
コメント  

　13.12「持続性特発性顔面痛（PIFP）」の性質を
表現するには患者によりさまざまな言葉が使われ
るが，最も頻繁に表現されるのが「鈍い」，「しつ
こい」，あるいは「疼く」である。鋭い痛みとして
増悪することもあり，ストレスによって増悪す
る。痛みは顔面の深部にあると表現されること
も，表面にあると表現されることもある。経過と
ともに，痛みが頭頸部の広い領域に拡大すること
がある。
　13.12「持続性特発性顔面痛（PIFP）」に罹患す
る患者は主として女性である。
　13.12「持続性特発性顔面痛（PIFP）」は，慢性
広範痛症や過敏性腸症候群のようなほかの疼痛疾
患の併発疾患であることもある。さらに，持続性
特発性顔面痛には精神疾患や心理社会的問題の合
併頻度が高い。

　13.12「持続性特発性顔面痛（PIFP）」は顔面，上
顎洞，歯，歯茎の小手術や外傷を契機に発症する
こともあるが，創傷治癒後に，明らかな局所の原
因を認めない状態で遷延することがある。しか
し，心理物理的検査や神経生理学的検査では感覚
障害を示すこともある。
　些細な外傷によって生じた 13.12「持続性特発
性顔面痛（PIFP）」と末梢神経に対する有意な傷害
によって引き起こされたことが明白な 13.1.2.3

「外傷後有痛性三叉神経ニューロパチー」は一連の
疾患群のように考えられる。
　非定型歯痛という用語は，1本以上の歯あるい
は抜歯後の歯槽の持続痛で，通常の歯科的原因が
全く存在しない場合に適用されている。非定型歯
痛は 13.12「持続性特発性顔面痛（PIFP）」の亜型
と考えられているが，局在が明瞭で，発症年齢は
比較的低く，性差が小さい。外傷の既往によって，
非定型歯痛は 13.1.2.3「外傷後有痛性三叉神経
ニューロパチー」のサブフォームと考えられるこ
とがある。これらのサブタイプ/サブフォームが
あるとしても，診断基準を提案するに足るほど十
分に研究されていない。

解説  

　片側性または両側性の頭頸部の痛みで，さまざ
まな症状を呈し，中枢神経由来の感覚変化を伴う
ことも伴わないこともある。原因に応じて，症状
は一定の場合もあるし寛解・再発することもある。

解説  

　多発性硬化症の患者における，片側性または両
側性の頭頸部痛であり，さまざまな症状を呈し，
感覚変化を伴う場合も伴わない場合もある。三叉
神経の中枢上行経路の脱髄性病変に起因する。通
常寛解増悪する。

持続性特発性顔面痛（PIFP）13.12

中枢性神経障害性疼痛13.13

多発性硬化症（MS）による中枢
性神経障害性疼痛13.13.1
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診断基準  

 A ． 顔面または頭部（あるいはその両方）の痛み
（注　❶）で，Cを満たす

 B ． 多発性硬化症（MS）が診断されており，MRI

上，脳幹または三叉神経核の上行性投射路に
脱髄病変を認める

 C ． 痛みは脱髄病変の出現と時期的に一致して発
現した。または痛みがその病変の発見の契機
となった

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 痛みは発作性または持続性である。
コメント  

　痛みを伴わない感覚障害（通常は異常感覚のこ
とであるが，感覚低下，感覚脱失，痛覚低下，錯
感覚なども含む）が，13.13.1「多発性硬化症（MS）
による中枢性神経障害性疼痛」の痛みと共存する
ことがある。

解説  

　通常は片側性の顔面または頭部の疼痛であり，
さまざまな症状を呈する。頭頸部の一部分または
全体に及び，感覚障害を伴う。脳卒中によって引
き起こされ，その発症後6ヵ月以内に生じている。
三叉神経，その他の脳神経または頸部神経の末梢
病変では説明できない。
診断基準  

 A ． 顔面または頭部（あるいはその両方）の痛み
で，Cを満たす

 B ． 虚血性または出血性脳卒中の発症
 C ． 原因となる証拠として以下の両方が示されて
いる

　　①　 脳卒中発症後 6ヵ月以内に痛みが発現し
ている

　　②　 画像検査（注　❶）により，適切な部位に血
管障害の病変が示されている

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 通常はMRI。

コメント  

　13.13.2「中枢性脳卒中後疼痛（CPSP）」は三叉
神経核の上行性投射経路の病変による。頸髄レベ
ルの脊髄視床路と皮質性の情報処理も重要な役割
を果たしている可能性がある。したがって，症状
は障害側の体幹や上下肢も含むことがある。視床
病変発生後の頭頸部痛は半側症候群の部分症状で
ある可能性がある。延髄外側病変では，片側性顔
面痛が単独で生じることもあるが，対側の片側性
異常感覚を合併することのほうが多い。

文 献

13.1.1　三叉神経痛（Trigeminal neuralgia）
Benoliel R, Eliav E and Sharav Y. Self-reports of pain-re- 

lated awakenings in persistent orofacial pain patients. J 
Orofac Pain 2009；23：330‒338.

Cruccu G, Finnerup NB, Jensen TS, et al. Trigeminal neu-
ralgia：new classification and diagnostic grading for 
clinical practice and research. Neurology 2016；87：220‒
228.

Di Stefano G, Maarbjerg S, Nurmikko T, et al. Triggering 
trigeminal neuralgia. Cephalalgia. Epub ahead of print 14 
July 2017. DOI：10.1177/0333102417721677.

Drangsholt M and Truelove E. Trigeminal neuralgia mis-
taken as temporomandibular disorder. J Evid Base Dent 
Pract 2001；1：41‒50.

Fromm GH, Graff-Radford SB, Terrence CF, et al. Pre-tri-
geminal neuralgia. Neurology 1990；40：1493‒1495.

Haviv Y, Khan J, Zini A, et al. Trigeminal neuralgia（part
Ⅰ）. Revisiting the clinical phenotype. Cephalalgia 
2016；36：730‒746.

Koopman JSHA, Dieleman JP, Huygen FJ, et al. Incidence 
of facial pain in the general population. Pain 2009；
147：122‒127.

Mueller D, Obermann M, Yoon MS, et al. Prevalence of 
trigeminal neuralgia and persistent idiopathic facial 
pain：a population-based study. Cephalalgia 2011；31：
1542‒1548.

Obermann M, Yoon MS, Ese D, et al. Impaired trigeminal 
nociceptive processing in patients with trigeminal neural-
gia. Neurology 2007；69：835‒841.

Pareja JA, Cuadrado ML, Caminero AB, et al. Duration of 
attacks of first division trigeminal neuralgia. Cephalalgia 
2005；25：305‒308.

Rasmussen P. Facial pain. Ⅱ. A prospective survey of 1052 
patients with a view of：character of the attacks, onset, 
course, and character of pain. Acta Neurochir（Wien）
1990；107：121‒128.

Rasmussen P. Facial pain. Ⅲ. A prospective study of the 
localization of facial pain in 1052 patients. Acta Neuro-
chir（Wien）1991；108：53‒63.

Rasmussen P. Facial pain. Ⅳ. A prospective study of 1052 

中枢性脳卒中後疼痛（CPSP）13.13.2

183

13．脳神経の有痛性病変およびその他の顔面痛



patients with a view of：precipitating factors, associated 
symptoms, objective psychiatric and neurological symp-
toms. Acta Neurochir（Wien）1991；108：100‒109.

13.1.1.1　 典型的三叉神経痛（Classical trigeminal 
neuralgia）

Antonini G, Di Pasquale A, Cruccu G, et al. Magnetic res-
onance imaging contribution for diagnosing symptom-
atic neurovascular contact in classical trigeminal neural-
gia：a blinded case‒control study and meta-analysis. Pain 
2014；155：1464‒1471.

Bowsher D, Miles JB, Haggett CE, et al. Trigeminal neural-
gia：a quantitative sensory perception threshold study in 
patients who had not undergone previous invasive proce-
dures. J Neurosurg 1997；86：190‒192.

Leal PR, Barbier C, Hermier M, et al. Atrophic changes in 
the trigeminal nerves of patients with trigeminal neural-
gia due to neurovascular compression and their associa-
tion with the severity of compression and clinical out-
comes. J Neurosurg 2014；120：1484‒1495.

Maarbjerg S, Wolfram F, Gozalov A, et al. Significance of 
neurovascular contact in classical trigeminal neuralgia. 
Brain 2015；138：311‒319.

13.1.1.2　 二次性三叉神経痛（Secondary trigeminal 
neuralgia）

Cheng TM, Cascino TL and Onofrio BM. Comprehensive 
study of diagnosis and treatment of trigeminal neuralgia 
secondary to tumors. Neurology 1993；43：2298‒2302.

Coffey RJ and Fromm GH. Familial trigeminal neuralgia 
and Charcot-Marie-Tooth neuropathy. Report of two 
families and review. Surg Neurol 1991；35：49‒53.

Cruccu G, Biasiotta A, Di RS, et al. Trigeminal neuralgia 
and pain related to multiple sclerosis. Pain 2009；143：
186‒191.

De Paula Lucas C and Zabramski JM. Dural arteriovenous 
fistula of the transverse-sigmoid sinus causing trigeminal 
neuralgia. Acta Neurochir 2007；149：1249‒1253.

O’Connor AB, Schwid SR, Herrmann DN, et al. Pain asso-
ciated with multiple sclerosis：systematic review and 
proposed classification. Pain 2008；137：96‒111.

Tanaka BS, Zhao P, Dib-Hajj FB, et al. A gain-of-function 
mutation in Nav1.6 in a case of trigeminal neuralgia. Mol 
Med 2016；22：338‒348.

Truini A, Prosperini L, Calistri V, et al. A dual concurrent 
mechanism explains trigeminal neuralgia in patients with 
multiple sclerosis. Neurology 2016；86：2094‒2099.

Wei Y, Zhao W, Pu C, et al. Clinical features and long-term 
surgical outcomes in 39 patients with tumor-related tri-
geminal neuralgia compared with 360 patients with idio-
pathic trigeminal neuralgia. Br J Neurosurg 2017；31：
101‒106.

Yip V, Michael BD, Nahser HC, et al. Arteriovenous mal-
formation：a rare cause of trigeminal neuralgia identified 
by magnetic resonance imaging with constructive inter-
ference in steady state sequences. QJM 2012；105：895‒

898.

13.1.1.3　 特発性三叉神経痛（Idiopathic trigeminal 
neuralgia）

Lee A, McCartney S, Burbidge C, et al. Trigeminal neural-
gia occurs and recurs in the absence of neurovascular 
compression. J Neurosurg 2014；120：1048‒1054.

13.1.2.1　 帯状疱疹による有痛性三叉神経ニューロ
パチー（Painful trigeminal neuropathy 
attributed to herpes zoster）

Dworkin RH and Portenoy RK. Pain and its persistence in 
herpes zoster. Pain 1996；67：241‒252.

Haanpää M, Dastidar P, Weinberg A, et al. Characteristics 
of cerebrospinal fluid and magnetic resonance imaging 
findings in patients with acute herpes zoster. Neurology 
1998；51：1405‒1411.

Liesegang TJ. Herpes zoster ophthalmicus. Natural history, 
risk factors, clinical presentation, and morbidity. Oph-
thalmology 2008；115（2 Suppl）：S3‒12.

13.1.2.2　 帯状疱疹後三叉神経痛（Trigeminal 
post-herpetic neuralgia）

Alvarez FK, de Siqueira SR, Okada M, et al. Evaluation of 
the sensation in patients with trigeminal post-herpetic 
neuralgia. J Oral Pathol Med 2007；36：347‒350.

Truini A, Galeotti F, Haanpää M, et al. Pathophysiology of 
pain in postherpetic neuralgia：a clinical and neuro-
physiological study. Pain 2008；140：405‒410.

Truini A, Haanpää M, Provitera V, et al. Differential 
myelinated and unmyelinated sensory and autonomic 
skin nerve fiber involvement in patients with ophthalmic 
postherpetic neuralgia. Front Neuroanat 2015；9：105.

13.1.2.3　 外傷後有痛性三叉神経ニューロパチー
（Painful post-traumatic trigeminal  
neuropathy）

Benoliel R, Birenboim R, Regev E, et al. Neurosensory 
changes in the infraorbital nerve following zygomatic 
fractures. Oral Surg 2005；99：657‒665.

Benoliel R, Zadik Y, Eliav E, et al. Peripheral painful trau-
matic trigeminal neuropathy：clinical features in 91 cases 
and proposal of novel diagnostic criteria. J Orofac Pain 
2012；26：49‒58.

Jääskeläinen SK, Teerijoki-Oksa T and Forssell H. Neuro-
physiologic and quantitative sensory testing in the diag-
nosis of trigeminal neuropathy and neuropathic pain. 
Pain 2005；117：349‒357.

Polycarpou N, Ng YL, Canavan D, et al. Prevalence of per-
sistent pain after endodontic treatment and factors affect-
ing its occurrence in cases with complete radiographic 
healing. Int Endod J 2005；38：169‒178.

Queral-Godoy E, Figueiredo R, Valmaseda-Castellon E, et 
al. Frequency and evolution of lingual nerve lesions fol-
lowing lower third molar extraction. J Oral Maxillofac 
Surg 2006；64：402‒407.

184

第3部　有痛性脳神経ニューロパチー，他の顔面痛およびその他の頭痛



Renton T and Yilmaz Z. Profiling of patients presenting 
with posttraumatic neuropathy of the trigeminal nerve. J 
Orofac Pain 2011；25：333‒344.

13.1.2.4　 その他の疾患による有痛性三叉神経
ニューロパチー（Painful trigeminal 
neuropathy attributed to other disorder）

Cruccu G, Penisi EM, Antonini G, et al. Trigeminal iso-
lated sensory neuropathy（TISN）and FOSMN syn-
drome：despite a dissimilar disease course do they share 
common pathophysiological mechanisms? BMC Neurol 
2014；14：248.

Klasser GD, Balasubramaniam R and Epstein J. Topical 
review-connective tissue diseases：orofacial manifesta-
tions including pain. J Orofac Pain 2007；21：171‒184

13.2.1　舌咽神経痛（Glossopharyngeal neuralgia）
Blumenfeld A and Nikolskaya G. Glossopharyngeal neural-

gia. Curr Pain Headache Rep 2013；17：343.
Huynh-Le P, Matsushima T, Hisada K, et al. Glossopharyn-

geal neuralgia due to an epidermoid tumour in the cere-
bellopontine angle. J Clin Neurosci 2004；11：758‒760.

Kandan SR, Khan S, Jeyaretna DS, et al. Neuralgia of the 
glossopharyngeal and vagal nerves：long-term outcome 
following surgical treatment and literature review. Br J 
Neurosurg 2010；24：441‒446.

Minagar A and Sheremata WA. Glossopharyngeal neuralgia 
and MS. Neurology 2000；54：1368‒1370.

Patel A, Kassam A, Horowitz M, et al. Microvascular 
decompression in the management of glossopharyngeal 
neuralgia：analysis of 217 cases. Neurosurgery 2002；
50：705‒710.

Peet MM. Glossopharyngeal neuralgia. Ann Surg 1935；
101：256‒258.

Saman Y, Whitehead D and Gleeson M. Jugular foramen 
schwannoma presenting with glossopharyngeal neuralgia 
syncope syndrome. J Laryngol Otol 2010；124：1305‒
1308.

Tanrikulu L, Hastreiter P, Dorfler A, et al. Classification of 
neurovascular compression in glossopharyngeal neural-
gia：three-dimensional visualization of the glossopharyn-
geal nerve. Surg Neurol Int 2015；6：189.

13.2.2　 有痛性舌咽神経ニューロパチー（Painful 
glossopharyngeal neuropathy）

Bakar B. The jugular foramen schwannomas：review of the 
large surgical series. J Korean Neurosurg Soc 2008；44：
285‒294.

Kalladka M, Nasri-Heir C, Eliav E, et al. Continuous neu-
ropathic pain secondary to endoscopic procedures：
report of two cases and review of the literature. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2016；122：e55‒e59.

Shin HY, Park HJ, Choi YC, et al. Clinical and electromyo-
graphic features of radiation-induced lower cranial neu-
ropathy. Clin Neurophysiol 2013；124：598‒602.

13.3.1　中間神経痛（Nervus intermedius neuralgia）
Pulec JL. Geniculate neuralgia：long-term results of surgical 

treatment. Ear Nose Throat J 2002；81：30‒33.
Riederer F, Sándor PS, Linnebank M, et al. Familial occipi-

tal and nervus intermedius neuralgia in a Swiss family. J 
Headache Pain 2010；11：335‒338.

Saers SJF, Han KS and de Rue JA. Microvascular decom-
pression may be an effective treatment for nervus inter-
medius neuralgia. J Laryngol Otol 2011；125：520‒522.

Tubbs RS, Steck DT, Mortazavi MM, et al. The nervus 
intermedius：a review of its anatomy, function, pathol-
ogy, and role in neurosurgery. World Neurosurg 2013；
79：763‒767.

13.3.2　 有痛性中間神経ニューロパチー（Painful 
nervus intermedius neuropathy）

Günther M, Danckwardt-Lillieström, Gudjonsson O, et al. 
Surgical treatment of patients with facial neuromas. 
Report of 26 consecutive operations. Otol Neurotol 
2010；31：1493‒1497.

Oldenburg MS, Carlson ML, Van Abel KM, et al. Manage-
ment of geniculate ganglion hemangiomas. Case series 
and systematic review of the literature. Otol Neurotol 
2015；36：1735‒1740.

Sweeney CJ and Gilden DH. Ramsay Hunt syndrome. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry 2001；71：149‒154.

13.4　後頭神経痛（Occipital neuralgia）
Bartsch T and Goadsby P. Anatomy and physiology of pain 

referral in primary and cervicogenic headache disorders. 
Headache Curr 2005；2：42‒48.

Boes CJ. C2 myelitis presenting with neuralgiform occipital 
pain. Neurology 2005；64：1093‒1094.

Bogduk N. The anatomy and pathophysiology of neck 
pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 2005；14：455‒472．

Ehni G and Benner B. Occipital neuralgia and the C1‒2 
arthrosis syndrome. J Neurosurg 1984；61：961‒965.

13.5　頸部—舌症候群（Neck-tongue syndrome）
Bogduk N. An anatomical basis for the neck-tongue syn-

drome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1981；44：202‒
208.

Elisevich K, Stratford J, Bray G, et al. Neck tongue syn-
drome：operative management. J Neurol Neurosurg Psy-
chiatry 1984；47：407‒409.

Evans RW and Lance JW. Expert opinion：transient head-
ache with numbness of half of the tongue. Headache 
2000；40：692‒693.

Fortin CJ and Biller J. Neck tongue syndrome. Headache 
1985；25：255‒258.

Gelfand AA, Johnson H, Lenaerts ME, et al. Necktongue 
syndrome：a systematic review. Cephalalgia. Epub ahead 
of print 18 January 2017. DOI：10.1177/033310241 
6681570.

Lance JW and Anthony M. Neck-tongue syndrome on sud-
den turning of the head. J Neurol Neurosurg Psychiatry 

185

13．脳神経の有痛性病変およびその他の顔面痛



1980；43：97‒101.
Lenaerts M and Poblete R. Neck-tongue syndrome and its 

presentations. Cephalalgia 2015；35：143.
Lewis DW, Frank LM and Toor S. Familial necktongue 

syndrome. Headache 2003；43：132‒134.
Orrell RW and Marsden CD. The neck-tongue syndrome. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry 1994；57：348‒352.
Sjaastad O and Bakketeig LS. Neck-tongue syndrome and 

related（?）conditions. Cephalalgia 2006；26：233‒240.
Webb J, March L and Tyndall A. The neck-tongue syn-

drome：occurrence with cervical arthritis as well as nor-
mals. J Rheumatol 1984；11：530‒533.

Wig S, Romanowski C and Akil M. An unusual cause of 
the neck-tongue syndrome. J Rheumatol 2009；36：857‒
858.

Wong SL, Paviour DC and Clifford-Jones RE. Chiari-1 
malformation and the neck-tongue syndrome：cause or 
coincidence? Cephalalgia 2008；28：994‒995.

13.6　有痛性視神経炎（Painful optic neuritis）
Du Y, Yang J, Li JJ, et al. Unilateral optic neuritis in a Chi-

nese population in three centers. J Clin Neurosci 2011；
18：902‒904.

Fazzone HE, Lefton DR and Kupersmith MJ. Optic neuri-
tis：correlation of pain and magnetic resonance imaging. 
Ophthalmology 2003；110：1646‒1649.

Optic Neuritis Study Group. The clinical profile of optic 
neuritis. Experience of the Optic Neuritis Treatment 
Trial. Arch Ophthalmol 1991；109：1673‒1678.

13.7　 虚血性眼球運動神経麻痺による頭痛 
（Headache attributed to ischaemic ocular motor 
nerve palsy）

Kennard C. Disorders of eye movementsⅠ. In：Swash M 
and Oxbury J（eds）Clinical neurology. Edinburgh：
Churchill Livingstone, 1991, pp.446‒447．

Waind APB. Ocular nerve palsy associated with severe 
headache. BMJ 1956；2：901‒902.

Wilker S, Rucker J, Newman N, et al. Pain in ischemic 
ocular motor nerve palsies. Br J Ophthalmol 2009；93：
1657‒1659.

13.8　 トロサ・ハント症候群（Tolosa-Hunt syndrome）
Cakirer S. MRI findings in Tolosa-Hunt syndrome before 

and after systemic corticosteroid therapy. Eur J Radiol 
2003；45：83‒90.

Cohn DF, Carasso R and Streifler M. Painful ophthalmo-
plegia：the Tolosa-Hunt syndrome. Eur Neurol 1979；
18：373‒381.

De Arcaya AA, Cerezal L, Canga A, et al. Neuroimaging 
diagnosis of Tolosa-Hunt syndrome：MRI contribution. 
Headache 1999；39：321‒325.

Goto Y, Goto I and Hosokawa S. Neurological and radio-
logical studies in painful ophthalmoplegia：Tolosa-Hunt 
syndrome and orbital pseudotumour. J Neurol 1989；
236：448‒451.

La Mantia L, Curone M, Rapoport AM, et al. Tolosa-Hunt 
syndrome：critical literature review based on IHS 2004 
criteria. Cephalalgia 2006；26：772‒781.

Odabasi Z, Gokcil Z, Atilla S, et al. The value of MRI in a 
case of Tolosa-Hunt syndrome. Clin Neurol Neurosurg 
1997；99：151‒154.

Straube A, Bandmann O, Buttner U, et al. A contrast 
enhanced lesion of the Ⅲ nerve on MR of a patient with 
ophthalmoplegic migraine as evidence for a Tolosa-Hunt 
syndrome. Headache 1993；33：446‒448.

13.9　 傍三叉神経性眼交感神経症候群（レーダー症候
群）〔Paratrigeminal oculosympathetic（Raeder’s）
syndrome〕

Goadsby PJ. Raeder’s syndrome：paratrigeminal paralysis of 
the oculopupillary sympathetic system. J Neurol Neuro-
surg Psychiatry 2002；72：297‒299.

Shoja MM, Tubbs RS, Ghabili K, et al. Johan Georg 
Raeder and paratrigeminal sympathetic paresis. Childs 
Nerv Syst 2010；26：373‒376.

Solomon S. Raeder syndrome. Arch Neurol 2001；58：661‒
662.

13.10　 再発性有痛性眼筋麻痺性ニューロパチー
（Recurrent painful ophthalmoplegic neuropa-
thy）

Bharucha DX, Campbell TB, Valencia I, et al. MRI find-
ings in pediatric ophthalmoplegic migraine：a case report 
and literature review. Pediatric Neurol 2007；37：59‒63.

Doran M and Larner AJ. MRI findings in ophthalmoplegic 
migraine：nosological implications. J Neurol 2004；
251：100‒101.

Gelfand AA, Gelfand JM, Prabakhar P, et al. Ophthalmo-
plegic“migraine”or recurrent ophthalmoplegic cranial 
neuropathy：new cases and a systematic review. J Child 
Neurol 2012；27：759‒766.

Lance JW and Zagami AS. Ophthalmoplegic migraine：a 
recurrent demyelinating neuropathy? Cephalalgia 2001；
21：84‒89.

Weiss AH and Phillips JO. Ophthalmoplegic migraine. 
Pediatric Neurol 2004；30：64‒66.

13.11　 口腔内灼熱症候群（BMS）〔Burning mouth 
syndrome（BMS）〕

Bergdahl M and Bergdahl J. Burning mouth syndrome：
prevalence and associated factors. J Oral Pathol Med 
1999；28：350‒354.

Eliav E, Kamran B, Schaham R, et al. Evidence of chorda 
tympani dysfunction in patients with burning mouth 
syndrome. J Am Dent Assoc 2007；138：628‒633.

Forssell H, Jaaskelainen S, Tenovuo O, et al. Sensory dys-
function in burning mouth syndrome. Pain 2002；99：
41‒47.

Jaaskelainen SK, Forssell H and Tenovuo O. Abnormalities 
of the blink reflex in burning mouth syndrome. Pain 
1997；73：455‒460.

186

第3部　有痛性脳神経ニューロパチー，他の顔面痛およびその他の頭痛



Lauria G, Majorana A, Borgna M, et al. Trigeminal small-
fiber sensory neuropathy causes burning mouth syn-
drome. Pain 2005；115：332‒337.

Patton LL, Siegel MA, Benoliel R, et al. Management of 
burning mouth syndrome：systematic review and man-
agement recommendations. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 2007；103（Suppl 39）：1‒13.

Sardella A, Gualerzi A, Lodi G, et al. Morphological evalua-
tion of tongue mucosa in burning mouth syndrome. 
Arch Oral Biol 2012；57：94‒101.

Scala A, Checchi L, Montevecchi M, et al. Update on burn-
ing mouth syndrome：overview and patient manage-
ment. Crit Rev Oral Biol Med 2003；14：275‒291.

Woda A and Pionchon P. A unified concept of idiopathic 
orofacial pain：clinical features. J Orofac Pain 1999；
13：172‒184.

13.12　 持続性特発性顔面痛（PIFP）〔Persistent 
idiopathic facial pain（PIFP）〕

Aggarwal VR, McBeth J, Lunt M, et al. Epidemiology of 
chronic symptoms that are frequently unexplained：do 
they share common associated factors? Int J Epidemiol 
2006；35：468‒476.

Aggarwal VR, McBeth J, Lunt M, et al. Development and 
validation of classification criteria for idiopathic orofacial 
pain for use in population-based studies. J Orofac Pain 
2007；21：203‒215.

Forssell H, Tenovuo O, Silvoniemi P, et al. Differences and 
similarities between atypical facial pain and trigeminal 
neuropathic pain. Neurology 2007；69：1451‒1459.

List T, Leijon G and Svensson P. Somatosensory abnormali-
ties in atypical odontalgia：a case‒control study. Pain 
2008；139：333‒341.

Pfaffenrath V, Rath M, Pollmann W, et al. Atypical facial 
pain‒application of the IHS criteria in a clinical sample. 
Cephalalgia 1993；13（Suppl 12）：84‒88.

Sardella A, Demarosi F, Barbieri C, et al. An up-to-date 
view on persistent idiopathic facial pain. Minerva Stoma-
tol 2009；58：289‒299.

13.13　 中枢性神経障害性疼痛（Central neuropathic 
pain）

Abhinav K, Love S, Kalantzis G, et al. Clinicopathological 
review of patients with and without multiple sclerosis 
treated by partial sensory rhizotomy for medically refrac-
tory trigeminal neuralgia：a 12-year retrospective study. 
Clin Neurol Neurosurg 2012；114：361‒365.

Cruccu G, Biasiotta A, Di Rezze S, et al. Trigeminal neural-
gia and pain related to multiple sclerosis. Pain 2009；

143：186‒191.
Jensen TS, Rasmussen P and Reske-Nielsen E. Association 

of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis：clinical 
pathological features. Acta Neurol Scand 1982；65：182‒
189.

Putzki N, Pfriem A, Limmroth V, et al. Prevalence of 
migraine, tension-type headache and trigeminal neuralgia 
in multiple sclerosis. Eur J Neurol 2009；16：262‒267.

13.13.1　 多発性硬化症（MS）による中枢性神経障害
性疼痛〔Central neuropathic pain attributed 
to multiple sclerosis（MS）〕

Mills RJ, Young CA and Smith ET. Central trigeminal 
involvement in multiple sclerosis using high-resolution 
MRI at 3 T. Br J Radiol 2010；83：493‒498.

Osterberg A and Boivie J. Central pain in multiple sclero-
sis-sensory abnormalities. Eur J Pain 2010；14：104‒
110.

Osterberg A, Boivie J and Thuomas KA. Central pain in 
multiple sclerosis‒prevalence and clinical characteristics. 
Eur J Pain 2005；9：531‒542.

13.13.2　 中枢性脳卒中後疼痛（CPSP）〔Central 
post-stroke pain（CPSP）〕

Bowsher D, Leijon G and Thuomas KA. Central post-
stroke pain. Correlation of MRI with clinical pain char-
acteristics and sensory abnormalities. Neurology 1998；
51：1352‒1358.

Fitzek S, Baumgartner U, Fitzek C, et al. Mechanisms and 
predictors of chronic facial pain in lateral medullary 
infarction. Ann Neurol 2001；49：493‒500.

Hong JH, Bai DS, Jeong JY, et al. Injury of the spino-thal-
amo-cortical pathway is necessary for central post-stroke 
pain. Eur Neurol 2010；64：163‒168.

Kalita J, Kumar B, Misra UK, et al. Central post stroke 
pain：clinical, MRI, and SPECT correlation. Pain Med 
2011；12：282‒288.

Klit H, Finnerup NB and Jensen TS. Central post-stroke 
pain：clinical characteristics, pathophysiology, and man-
agement. Lancet Neurol 2009；8：857‒868.

MacGowan DJ, Janal MN, Clark WC, et al. Central post-
stroke pain and Wallenberg’s lateral medullary infarc-
tion：frequency, character, and determinants in 63 
patients. Neurology 1997；49：120‒125.

Tuveson B, Leffler AS and Hansson P. Influence of hetero-
topic noxious conditioning stimulation on spontaneous 
pain and dynamic mechanical allodynia in central post-
stroke pain patients. Pain 2009；143：84‒91.

187

13．脳神経の有痛性病変およびその他の顔面痛




