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組織損傷が実際に起こった時あるいは
起こりそうな時に付随する
不快な感覚および情動体験、あるいは
それに似た不快な感覚および情動体験

国際疼痛学会（IASP) 痛みの定義 2020改訂版



「慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築に関する研究」研究班 監：慢性疼痛治療ガイドライン, P.22-24, 真興交易医書出版部, 2018



疼痛

非侵襲的治療

✓内服療法
✓運動療法
✓リハビリテーション
✓認知行動療法
✓マインドフルネス

非侵襲的治療

✓手術療法

ペインクリニック 効果薄い
適応なし
拒否



順天堂大学医学部附属順天堂医院 麻酔科・ペインクリニック診療実績



調査期間：2011年2月

調査方法：インターネットモニター調査

対象：20-79歳の成人男女
（平均47.7歳、男性52%）

日本においては成人人口の
80-85%

が腰痛を有している

松下 浩 他. 日職災医誌，63：329─336，2015



Suzuki H, et al。PLoS One 11: e0160454, 2016 

疾患名 症例数 ％

筋膜性腰痛 56 17.5

椎間関節痛 68 21.25

椎間板性腰痛 40 12.5

仙腸関節痛 18 5.625

腰椎圧迫骨折 10 3.125

脊髄腫瘍 0 0

腰椎椎間板ヘルニア 22 6.875

感染 1 0.3125

脊柱管狭窄症 35 10.9375

強直性脊椎炎 0 0

内臓疾患 0 0

心理社会的因子 1 0.3125

その他 69 21.5625

腰痛を有する患者320名が対象

非特異的腰痛：78.75％

非特異的腰痛のほとんどは画像診断では
区別がつかない！

➢ 手術対象になる患者は少ない
➢ 内服が効果あれば良いが、効果がない場合、

手詰まりになっている可能性もある
➢ 手術療法が良い手段でも決断できない患者

もいる



疼痛

非侵襲的治療

✓筋膜性腰痛
✓椎間関節痛
✓椎間板性腰痛
✓仙腸関節痛
✓心理社会的因子

非侵襲的治療

✓腰椎椎間板ヘルニア
✓脊柱管狭窄症

ペインクリニック 効果薄い
適応なし
拒否

手術療法の可能性がある疾患



http://ciana.jp/articl/news/8700

椎間関節
上位椎体の下関節突起と下位椎体の上関節突起の間の関節

脊髄神経後枝内側枝

椎間関節からの知覚枝
1本の脊髄神経後枝内側枝は上下を含めて
3つの椎間関節から枝をもらうことあり

責任関節がはっきりしないことも多いので
多めの箇所をブロックする



椎間関節

高周波熱凝固を施行して神経破壊する（70-90℃、90−150秒）
→ 椎間関節由来の疼痛が緩和される

椎間関節由来の
慢性疼痛に対する
高周波熱凝固療法

推奨度：１
エビデンス：A



眼窩上切痕

眼窩下孔

おとがい孔

三叉神経痛に対して、その末梢枝の高周波熱凝固療法・パルス高周波療法を行うことにより、
数ヶ月から数年の鎮痛を得ることができる

⇒  手術療法とのブリッジとなっている

第1枝領域
眼窩上切痕近傍で
眼窩上神経と滑車上神経を遮断

第2枝領域
眼窩下孔で眼窩上神経を遮断

第3枝領域
おとがい孔でおとがい神経を遮断

末梢枝遮断だが、中枢領域まで
鎮痛効果が及ぶ
特に第2枝領域では80%の奏功率

www.proceduresconsult.jp

https://www.proceduresconsult.jp/jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/%E6%89%8B%E6%8A%80%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%89%8B%E6%8A%80%E8%A9%B3%E7%B4%B0/c/794


アトラス Argosy publishing, Inc.

腸骨と仙骨の間の関節
後方からL5,S1,S2,(S3）の支配を受けている

頭尾側側から見ると関節面の角度が変わる
この形状も影響してか、可動域は3-5mm



日本仙腸関節研究会HPより
https://www.sentyo-kansetsu.com/jp/sacroiliacjoint.php

仙腸関節障害による疼痛部位

腰痛の場合もあるが、どちらかというと腰臀部痛
片側ではなく両側に症状を訴える患者さんも多い

関連痛として多い部位
大腿外側
鼠蹊部

股関節痛と鑑別



高周波熱凝固を施行して神経破壊する（70-90℃、90−150秒）
→ 仙腸関節由来の疼痛が緩和される

仙腸関節由来の
慢性疼痛に対する
高周波熱凝固療法

推奨度：１
エビデンス：A



伊藤 全哉 他. J. Spine Res. 4：55-62, 2013

正常椎間板は線維輪の
表層1/3までしか
神経が分布していない

痛覚神経は含んでいない

ストレスが加わり傷害されると
椎間板の2重構造は壊れて
線維輪に亀裂が生じ、
深層に向かって痛覚神経を含む
神経が侵入する



高周波パルス療法を施行（5Hz、5ms、15min）

Fukui S, et al. Pain Physician 2013, 16: 435-442.

椎間板内パルス高周波療法

12か月後にも効果が維持

推奨度：２
エビデンス：C



直径2㎜以下のカニューラで椎間板を穿刺し、
膨隆した椎間板をプラズマ技術によって
蒸散減圧する

経皮的椎間板治療

東京医研資料より

経皮的椎間板髄核摘出術をして治療している





Complex Resional Pain Syndrome
（CRPS)



交感神経節を局所麻酔薬でブロックしたり、熱やアルコールで破壊することで
支配領域の交感神経性疼痛の改善や血流を改善して治療に繋げる

頚部 腰部

星状神経節ブロック 腰部交感神経節ブロック

頭部・上肢 腰部・下肢

交感神経節

星状神経節



腹腔神経叢

下腸間膜神経叢

上下腹神経叢

ja.wikipedia.org

一部の交感神経節ブロックは、
がん性疼痛など腹部・骨盤内内臓の
疼痛に効果がある

近年は手技の困難さや内視鏡的アプローチの開発で
あまり行われなくなってきてはいる

内臓神経ブロック



脊髄に微弱な電流を流す事により、
疼痛を緩和する方法

Medtronic HPより

➢ 全国で1000件弱/年
➢ 藤田医大本院で23例32回の留置
➢ 岡崎医療センターでも2022年4月より開始

し、2例のトライアル、1例の植込み実施

➢ 40年以上前から実施されている
➢ 全世界で35万例以上施行されている
➢ 日本では1982年に薬事承認
➢ 1992年に保険適応

歴史のある治療法



50代男性

20代のころより腰痛があり、L4/5椎間板摘出術を受けている。それ以降も腰痛
は続いていたが、改善することなく経過。その間にEhlas-Danlos症候群と診断さ
れている。50歳時に腰椎すべり症に対して固定術を施行したが、それでも腰痛が
改善せず、当科紹介受診となった。

＜既往歴＞
➢ 高血圧症
➢ 脂質異常症
➢ L4/5腰椎椎間板ヘルニア術後(21歳)
➢ 右外転・内転筋剥離術後(24歳)
➢ 腰椎すべり症術後(50歳)
➢ 両側眼瞼手術後(51歳)
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2019年6月 1例目施行

2022年2月現在 21例施行 トライアル施行14例（離脱3例）
一期的留置 6例
入れ替え 1例

ジェネレータ留置 18例 86%

離脱 3例 14%

この後に
本院でトライアル１例、一期的留置1例、
岡崎医療センターでトライアル２例、植込み１例が加わっている

一期的留置 6例
28%

トライアル施行 14例 67%

入れ替え 1例
5%



The British Pain Society, 
Spinal Cord Stimulation for the management of pain: recommendations for best clinical practice. 
The British Society, London, 2009.

一般的には

神経障害性疼痛
に用いる

今のところ
侵害受容性疼痛や

心理社会的疼痛には
効果がないとされる



➢ 腰下肢痛 ７例

➢ Peripheral Artery Disease（PAD）
/Critical Limb Ischemia（CLI）

6例

➢ パーキンソン病 4例

➢ その他
帯状疱疹後神経痛 1例
重症冠動脈攣縮 1例
CRPS  1例
側腹部痛 1例

腰下肢痛 7例 33%

PAD/CLI 5例 29%

その他 4例 19%

パーキンソン病
5例 19%



60代男性

繰り返す両下腿潰瘍で当院皮膚科入院。皮膚病理所見では原因不明であった。
プレドニゾロン 40mg/日で治療していたが、潰瘍による疼痛が内服薬ではコン
トロールがつかず当科紹介。

＜当科初診時服用中の鎮痛薬＞
アセトアミノフェン
ロキソプロフェン

初診時の潰瘍の状態
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初診時 DTM 1ヶ月後 DTM 2ヶ月後 DTM 3ヶ月後

DTM 6ヶ月後



50代女性

X-5年 右上下肢の動かしにくさ、こわばり感、右手指・足趾・足底の痺れが出現
→ 脳神経内科での治療開始

＜パーキンソン病薬処方歴＞
レボドパ・カルビドパ水和物錠（メネシット）
ゾニサミド（トレリーフ）
トリヘキシフェニジル塩酸塩（アーテン）
バクロフェン（リオレサール）
ロチゴチン（ニュープロ）
ロピニロール塩酸塩（レキップ）
イストラデフィリン（ノウリアスト）
レボドパ・ベンセラジド塩酸塩（マドパー）
クロナゼパム（リボトリール）

＜受診時鎮痛薬処方＞
ノイロトロピン 16単位/日

入院時の歩行状態
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刺激は何度か変更している
が基本的にはHigh 
Frequencyでの刺激

ミロガバリン



Offのとき Onのとき

Onの時間が長くなって、かなり生活がしやすくなった
Onの時間では走ることも可能となった
時々テニスを楽しまれている



DTMTM 83.7%

Tradithonal 51.1%

Pain Pract. 2021 Nov;21(8):912-923.

DTMTMの効果を評価した多施設オープンラベル無作為
化対照試験

P：脊髄刺激療法を施行した腰下肢痛患者128名
I ：DTMTM workflowによる刺激
C：これまでの刺激
O：腰下肢痛に対する効果

埋め込み12ヶ月後、NRSが半分以下になった症例

83.7%



➢脊髄刺激療法など、かなり侵襲のある治療も含めて、さまざまな
Intervention治療を取り入れて疼痛治療を行っています

➢全身、どの部位の疼痛にも対応していますので、疼痛管理に難渋
している患者様がいらっしゃいましたら御紹介ください

➢ “ペインクリニック外科”として、内服薬、星状神経節ブロック、
硬膜外ブロックなどで疼痛緩和できない患者様に、次なる治療を
ご提供できる場所として努力してまいります


