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　肋間神経痛の診断と治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

肋間神経痛

　山内　岸川先生、肋間神経痛という
と、我々の世代では昔から非常によく
使っていた病名ですが、最近あまりお
目にかからなくなった気もします。い
かがでしょうか。
　岸川　実際、いわゆる肋間神経その
ものの障害による肋間神経痛が少ない
のではないかと最近はいわれています。
多くの場合は症候性肋間神経痛という
ことで、もともとの疾患で、虚血性心
疾患、肺梗塞、気胸、脊椎の疾患、そ
れによる痛みの反映、そして外傷によ
る肋骨そのものの骨折による肋間神経
痛というものが多くあります。
　山内　特発性はあまり多くないと見
てよいのでしょうか。
　岸川　はい。実際、私の病院のペイ
ンクリニック外来でもいわゆる特発性
の肋間神経痛の患者さんそのものは何
年かにおひと方という頻度です。その

ため、少ないという印象を持っていま
す。
　山内　むしろまれと考えてもいいぐ
らい少ないのですね。そうしますと、
多くの疾患の鑑別が必要となるのです
ね。その前に実地医家で、こういった
方が来られたときに問診で何か少し参
考になる情報といったものはあります
か。
　岸川　主訴としては痛みですが、ビ
リビリとかジンジンとか、ある姿勢を
取ったときに電気が走るような感じが
する、その表現で神経が障害されてい
るのではないかという予測を立てます。
　山内　いわゆる神経の痛みがくると
いうことですね。
　岸川　はい。
　山内　ただ、チリチリ、ビリビリと
なると、帯状疱疹も似たようなもので、
実際、胸部は好発部位でもあります。

これには常に気をつける必要はありま
すね。
　岸川　そうです。帯状疱疹でしたら、
痛みが出た後に皮疹が出るというパタ
ーンもあります。
　山内　１～２日はそれを念頭に置い
て見ないとだめですね。
　岸川　はい。
　山内　例えば運動臓器の場合ですと、
姿勢によって痛みの増強といったこと
はありうるのでしょうか。
　岸川　ありえます。
　山内　主なものは、虚血性心疾患や
肺の病気ということで、次のステップ
は画像診断でよいのですか。
　岸川　はい。
　山内　画像診断がなかなかできない
施設では、どこか大きなところに行っ
て、そういったものを見ることになり
ますね。
　岸川　はい。
　山内　次に骨関連になりますが、椎
骨、肋骨のあたりですとどういった病
気が考えられるでしょうか。
　岸川　いわゆる脊椎疾患で脊柱管狭
窄症、胸部もありますし、椎間板ヘル
ニア、そして化膿性脊椎炎、あと脊椎
の腫瘍という可能性もあります。
　山内　腫瘍ですか。そうすると、こ
れは転移になりますか。
　岸川　転移もありますし、原発もあ
ります。
　山内　なかなか広いですね。脊椎疾

患は、我々はあまり多くは見ないので
すが、胸骨や肋骨といったあたりにも
比較的好発するものが多いのでしょう
か。
　岸川　そうですね。特に今、患者さ
んの高齢化に伴いまして、脊椎疾患で
手術になる患者さんも一昔前に比べた
らかなり多くなっています。手術その
ものも低侵襲な手術が多くなっており、
手術の適応になる患者さんの数も多い
ので、脊椎疾患そのものの数も増えて
いるのではないかという印象はありま
す。
　山内　手術後にも出てくると考えて
よいのですね。
　岸川　はい、出てきます。
　山内　先生のところですと大学病院
ですから、こういったあたりはいろい
ろな疾患が出てくるのでしょうね。
　岸川　はい。
　山内　ただ、それほど頻度は多くな
いと見てよいのですね。
　岸川　はい。
　山内　そういったことで画像診断な
どで、虚血性心疾患とか肺疾患、ある
いはがんなどが判明したものにつきま
してはそれぞれ専門医に行くとして、
それ以外のものについては治療を求め
られる場合が多いかと思いますが、治
療としてはどういったものになるので
しょうか。
　岸川　いわゆる肋間神経ブロック、
硬膜外ブロック、それから神経根ブロ
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ック、そしてブロック以外には内服薬
で抗痙攣薬、抗うつ薬の内服がありま
す。当然肋間神経痛にまだなり始めて
日が浅い場合はNSAIDsという治療の
選択もあります。
　山内　痛みへの対策ですが、特発性
は極めてまれだとすると、いろいろな
ものを除外しようと試みたけれども、
よくわからないものも入ってくるので
すね。
　岸川　はい。
　山内　それともう一つは、実際に原
因がわかっても、痛みに対しては対症
療法で、いずれにしても同じような治
療法になることがあるとみてよいので
しょうか。
　岸川　はい。
　山内　先生方ですと、ブロックをま
ずチョイスすると考えてよいのでしょ
うか。
　岸川　そうですね。
　山内　神経ブロックは痛み始めてか
らどのぐらいまでの時期の間だと有効
なのでしょうか。
　岸川　いわゆる原因がわかっていて
肋間神経痛になっている場合は、その
原因となる疾患に罹患した日が浅けれ
ば浅いほどよいと思います。それと、
いわゆる特発性、原因がわからないで
肋間神経痛になっている患者さんの場
合は、神経ブロックというのは診断的
意味合いもありますので、特に時期は
いつがいいということはありません。

　山内　例えば、２～３カ月たってし
まったというケースもあるかと思いま
すが、これも一応適応になるのですか。
　岸川　治療にはなりえます。いわゆ
る局所麻酔薬とステロイド薬を用いた
肋間神経ブロックで鎮痛が可能であれ
ば、次のステップとしていわゆる神経
破壊薬を用いたブロックを行ったり、
それから高周波の熱凝固、熱で神経そ
のものを変性させて、疼痛の閾値を変
えます。永続的に神経が変性するわけ
ではないので、数カ月に一遍、繰り返
しにはなるのですが、神経そのものを
変性させて痛みの閾値を変えるという
治療法もあります。
　山内　治療効果は非常にいいのでし
ょうね。
　岸川　はい。
　山内　この神経痛をほうっておいた
場合の自然経過はどうなのでしょうか。
　岸川　やはり治りにくいです。
　山内　そうすると、速やかな治療ブ
ロックをやらないと、自然に治ること
はほぼ絶望的と考えてよいのですね。
　岸川　はい。症状がなくなっても、
何年かたつとまたやってくる。症状が
出たり出なかったりの繰り返しになる
のではないかと思います。
　山内　そういったことも絡むかもし
れませんが、メンタル的な側面で症状
が非常に大きくなることも考えられま
すね。
　岸川　はい。

　山内　PTSDのようなタイプもある
と考えてよいのですね。
　岸川　はい。
　山内　とりあえず痛み止め、経口薬
でしばらく様子を見ようといった場合
はどういった薬剤が勧められますか。
　岸川　先ほども申しましたように、
ごくごく早期の場合はNSAIDs等です
が、ある程度時間がたった場合は抗痙
攣薬、そして抗うつ薬の内服をしてい
ただきます。
　山内　抗痙攣薬はよく聞きますが、
なかなか敷居が高かったです。最近は
プレガバリンが出てきています。この
薬の使い方のコツはどういったもので
しょうか。
　岸川　まずは副作用に注意すること
が必要です。ごくごく少量を最低限の
25㎎の少量投与を入眠前に１回行って
ください。そして次の日のふらつき、
足のむくみ等々の副作用の出現を見て、
効果があれば少しずつ増量していく。
患者さんには効くかどうかわからない
とはっきり言って、ごく少量をそうや
ってのんでいただく方針で行っていま

す。
　山内　もう一つ出てきました抗うつ
薬、これも効果があるのかないのか、
よくわからなくなりがちですが、この
使い方に関してはいかがでしょうか。
　岸川　こちらも抗痙攣薬と同様に最
低限の量を入眠前に行ってください。
こちらの薬もふらつき、眠気、それか
ら三環系抗うつ薬になると特に口渇、
口の中が渇いたような感じになるとい
う副作用が出ますので、副作用に注意
しながら増量していくことになります。
　山内　高齢者も多いので、このあた
りの薬については、注意しながら使用、
ということになるでしょうね。
　岸川　はい。特に抗うつ薬で三環系
抗うつ薬を処方する場合は、虚血性心
疾患の症状、心電図変化等々の影響を
与えます。極端すぎるかもしれません
が、投与前にコントロール心電図を記
録していただいて、投与期間中にも心
電図を記録してフォローしたほうがい
いのではないかと考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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