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帯状痛疹は,特定の末梢神経支配領域に発症す

るウィルス性皮膚粘膜疾患である｡わたくしたち

は,三叉神経第ⅠⅠⅠ枝支配領域で口腔粘膜のみに発

症した 1例 と,三叉神経第ⅠⅠ枝支配領域に発症し

た1例を経験したので,その概要を報告する｡

症 例

症例 1

1)患者 :56歳,男性

2)初診 :昭和59年 5月31日

3)主訴 :舌の接触痛

4)家族歴 :特記事項なし

5)既往歴 :30歳頃, じん肺症にて入院加療｡

5年前より高血圧症にて降圧剤内服するようにな

り現在に至る｡なお,水痘の既往に関しては不明

であった｡

6)現病歴 :1ヵ月前に舌全体に白色の付着物

があるのに気づいた｡その後,舌右半側に直径 5

mm程度の小水痛を多数認めるようになり, 1週間

前からは話す際や食事の際に舌にどリビリするよ

うな痛みを覚えるようになった｡口の中をみたと

ころ,舌の右側が赤 くなっていたため某病院受診｡

当科紹介され来院した｡

7)現症 :体格中等度で,舌の接触痛のため食

事がやや困難ではあったが,発熱はなく,全身的

には特に異常所見は認められなかった｡顔貌は対

称的で,顔面皮膚および口唇には異常は認められ

なかった｡ リンパ節所見では,右顎下部に小指頭

大,可動性で圧痛を伴 うリンパ節が 1ヶ触知され,

左顎下部には大豆大,可動性のリンパ節 1ヶ触知

したが,圧痛は認められなかった｡口腔内所見で

は,舌のほぼ右半側に境界明瞭で表面黄白色の平

担なびらんが認められ,一部は易出血性であった｡

触診では硬結は認められないが,著しい接触痛が

みられた (図 1)0

図 1 症例 1 初診時口腔内
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表 1 症例 1検査所見

血液一般検査

尿一般検査

血清生化学検査

新潟歯学会誌 18巻 2号 1988年

異常なし

免疫血清検査

CRP 2+

補体結合反応抗体価 16倍

VZ IgG抗体価 40倍

VZ IgM抗体価 10倍以下

8)検査所見 :一般血液検査所見では特に異常

は認められなかったが,CRP2十で軽度の血沈の

冗進がみられた｡血清ウィルス学的検査では,水

痘帯状痛疹ウィルス補体結合反応抗体価は16倍,

IgG抗体価は40倍であった (表 1)｡なお,びらん

部の生検では,病理組織学的には非特異的な炎症

所見のみで,天砲塔は否定されたが,帯状痛疹 と

の診断は得られなかった｡

9)臨床診断 :右側舌神経支配領域帯状痛疹

10)処置および経過 :翌 日当科入院｡全身的に

は1 ビタミンB複合剤,グルタチオンを点滴静注

し,二次感染予防のため,アモキシシリン1日1.5g

と消炎酵素剤の経口投与を行なった｡局所にはス

テロイ ド軟膏を塗布 した｡治療開始 5日後には,

びらんはほとんど治癒 し,接触痛も認められなく

なったため点滴は中止し退院した｡退院後も1週

間は抗生物質の経口投与を続け,さらにポビドン

ヨー ドによる含欧を指示した｡退院 1週間後には

舌のびらんは完全に消失し,帯状痛疹後神経痛な

ど後遺症 も認められなかった (図2)｡

図2 症例 1退院 1週間後の口腔内

症例 2

1)患者 :64歳,女性

2)初診 :昭和62年 3月4日

3)主訴 :右顔面の腫脹

4)家族歴 :特記事項なし

5)既往歴 :52歳頃,子宮筋腫の診断にて手術

を受け以後経過良好｡10年前より高血圧症の内服

治療を受けている｡ 2年前に軽度の脳梗塞のため

1週間の入院加療を受け,現在も血流改善剤内服

中｡水痘罷息の有無については明らかではない｡

6)現病歴 :当科初診の 2週間前に右眼周囲お

よび右上唇にピリピリした感 じを自覚 した｡翌 日

より右顔面部の腫脹,右側の偏頭痛,耳鳴が認め

られ,右顔面部および右半側上顎歯肉には小水痛

を多数認めるようになった. 2-3日で水癌は一

部 自潰し膿様の内溶液を排出,同時に全身倦怠感,

熱感を覚えたため内科受診｡内服薬,外用薬処方

されるも症状改善せず当科紹介された｡

7)現症 :体格中等度｡入院時体温36.8℃,四

肢,体幹には紅斑,水痛は認められなかった｡顔

貌所見では,右側眼険部から右側頼部,上香部,

図 3 症例 2 初診時顔貌
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すなわち,三叉神経第ⅠⅠ枝支配領域に一致して軽

度発赤を伴うびまん性の腫脹が認められた｡また,

右眼窟下部には小水癌が多数存在し,右上唇部で

は一部自潰し暗赤色の痴皮が認められた｡右眼は

腫脹のため充分開眼できず,結膜は軽度充血して

いたが,視力障害は認められなかった (図3)｡所

属 リンパ節所見では,右顎下部および右預部に可

動性で圧痛を伴 う大豆大のリンパ節が各 1ヶ触知

された｡口腔内では,右側の口蓋粘膜,口唇粘膜,

頬粘膜に周囲に発赤を伴った不定形のびらんおよ

び潰壕が認められた｡病変は右側のみに限局して

おり,左側口腔粘膜および,第ⅠⅠⅠ枝支配領域であ

る下唇,下顎歯肉,舌には異常は認められなかっ

た (図4)0

図4 症例2 初診時口腔内

8)検査所見 :初診時の血清ウィルス学的検査

では,水痘帯状痛疹ウィルス補体結合反応抗体価

32倍,IgG抗体価 640倍,IgM抗体価10倍であっ

た｡臨床化学検査では,尿素窒素,LDH,コリン

エステラーゼの軽度上昇,アミラーゼの低下が認

められた｡また,血沈の軽度克進を認めた｡ツベ

ルクリン反応は陰性であった (表 2)0

9)臨床診断 :右側三叉神経第ⅠⅠ枝支配領域帯

状痛疹｡

10)処置および経過 :即 日入院し,全身的に抗

ウィルス剤アシクロビル 1日750mg,感染予防と

してホスホマイシン1日4g,および,ビタミン

B群の点滴静注を行なった｡右頼部に対しては親

水性ゲンタシン軟膏を使用した｡口腔内に対して

は,ポビドンヨー ドによる含蠍と口腔内炎症治療
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表2 症例2 検査所見

血液一般検査 異常なし

尿一般検査

血清生化学検査

尿素窒素 23mg/dE(8-20)

アミラーゼ 31IU/1(53-142)

LDH 533IU/1(255-434)

ch-E 933110/1(4950-8900)

免疫血清検査

CRP 3.5mg/dE

補体結合反応抗体価 32倍

VZ IgG抗体価 640倍

VZ IgM抗体価 10倍

ツベルクリン反応 (-)

剤アズレンスルホン酸の徐放性製剤を投与した｡

右眼については,眼部帯状痛疹との診断で点眼薬

(抗生物質)を眼科より処方された｡

入院3日日頃より右横部の水癌は消失し痴皮形

成しはじめた｡ 6日目には腫脹もかなり消過し発

赤は残っていたが,ほとんどの部分で痴皮化した｡

口腔内も一部にびらんを残す程度となったため,

抗生物質,ビタミン剤は内服に変え,顔面部の軟

膏も中止し消毒のみとした｡抗ウィルス剤は7日

間授与した｡ 2週間後には,皮膚は右上唇部以外

は上皮化し,口腔粘膜も正中部以外は上皮化した｡

しかし,右上唇部のピリピリした痛みが消過しな

いため,15日目から1%キシロカイン8mEによる

額部交感神経幹ブロック (いわゆる星状神経節ブ

ロック)を1日1回,10日間行なった｡ 6回日頃

よりピリピリした痛みは軽減してきたが,同部に

掻樟感が認められるようになった｡10回終了時,

痛みはほとんど気にならなくなり,口腔内も完全

に治癒 したため約 1ヵ月にて退院した (図5,6)0

以後通院にて経過観察行なっていたところ,約半

年後になって右上唇部のピリピリした痛みが再発

したため,カルバマゼピン (テグレトール)1回

1/2錠 (100mg) 1日2回の投与を開始した｡ 1

年半経過した現在,症状は軽減したものの痛みの

強い日にはカルバマゼピン100mg内服している｡

水痘帯状痛疹ウィルス補体結合反応抗体価(CF)

およびIgG抗体価,IgM抗体価の変化をみると,

補体結合反応抗体価は臨床的に回復期に入ったと
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図5 症例 2 退院時顔貌

図6 症例 2 退院時口腔内

考えられる3月9日に256倍と高値を示し,その

後次第に低下した.IgG抗体価は3月17日, 3月

30日に高値を示した｡IgM抗体価は3月9日まで

10倍を示したが,以後10倍以下で,とくに臨床症

孤,補体結合反応抗体価との関連は認められなか

った (図7)｡

考 察

帯状痛疹の発症に関しては,小児期に罷思した

3月 4月 5月

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 27 26
l l

抗ウイルス剤 l f･750mg′dayl.V.

FO‖ ･4g/dayl.V.

CXD 1.5甚′dayP.0.

SGB IT IIITII II

皮膚症状 … キミや～くヾヾヾ､N､Nヾヾ ＼ヾ＼＼＼＼＼＼＼""‥､､､､､､tH_‥___

口腔粘膜症状 tl+i+ヾヾ1汁へ汁へ＼＼＼＼＼､､､､､､_､‥_

痛み i++++i+CC++i++++>++i++><+N+i+i++i+i+i+++i++>>+Nへt＼＼＼､"､tH‥ー

ツ反 (-) (-) (±)

く倍)25612864 .gG ここ三 一gG

32CFlO CF CFl8MH
図 7 症例 2の処置および経過

SGB:星状神経節ブロック CF:水痘帯状痛疹ウィルス補体結合反応抗体価

- 32-

)

0

0

G

倍

56

28

40

20

tg

(

2

･1

6

3



村 山 尚 子,そ の 他

水痘により抗体産生がおこり,持続免疫を獲得す

るが,Varicella-Zostervirusは神経親和性を

有し,脊髄後根神経節などの神経組織に潜伏し,

宿主の免疫能低下時に発症するという再発説が一

般に支持されている1)｡発症誘因としては,免疫能

が低下する悪性腫癌,放射線治療,免疫抑制剤の

使用,外傷などがあげられている2)｡また,歯科治

痩,とくに抜歯などの手術操作も誘因のひとつと

されている3･4)｡当科でも悪性腫癌治療中に発症し

た帯状痛疹を数例経験している｡しかし,今回の

症例に関しては,いずれも高血圧症で降圧剤の投

与を受けていたが,重篤な基礎疾患はなく,直接

帯状痛疹の発症の誘因となるものは確定できなか

った｡

好発部位は,三叉神経領域では第 Ⅰ枝,第ⅠⅠ枝

で,皮膚病変が口腔粘膜病変より早 く発症するこ

とが多い5,6)｡症例 1のように口腔粘膜のみに限局

する症例の報告はまれで,その発症機序は明らか

ではない7･8,9)｡

臨床経過は定型的なものが多く,前駆症状 とし

て,片側の一定神経領域に軽度ないし中等度の神

経痛あるいは知覚異常が認められ, 2-3日後に

小水痛がその神経領域に集族性に出現する｡水癌

内溶液は,はじめ透明であるが後に混濁して膿痛

となる｡神経痛,知覚過敏,蟻走感などを伴い,

2-3週間で痴皮化して治癒する9,10,ll)｡三叉神経

第ⅠⅠ,ⅠⅠⅠ枝領域に発生した症例では,前駆症状 と

して歯痛を訴える例 もあり4,6･12,13),診断にあたっ

ては注意を要する｡

診断は,臨床症状が定型的な場合は比較的容易

であるが,非定型的なものでは,単純痛疹,多型

溶出性紅斑,尋常性天痛癒などとの鑑別を要する｡

口腔粘膜のみに限局する症例では水痛が認められ

る時期が短 く,狭い鮮紅色の潮紅で囲まれた黄色

の小さいびらんの時期が主とされており,片側性

であること以外に必ずしも臨床像が持徽的でない

ため,臨床像のみからの診断は困難な場合が多い

とされている8)｡確定診断としてはウィルス学的検

索が有効である｡現在,抗原の存在の証明,ウィ

ルスの分離 ･同定,血清免疫学的診断があるが,

特に補体結合反応抗体価が有用 と考えられてい
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る4)｡畑らは抗体は急性期には産生されず回復期に

著明に上昇すると報告しており14･15), 口腔外科領

域の報告でも同様の傾向が認められている3,6･8,9･16,

17,18)｡今回の症例 2においても同様の経過が得ら

れた｡症例 1では,初診までの経過が長 く天抱唐

も疑われたが,病理組織像でその可能性は否定さ

れ,症状が右側の舌神経領域に限局していたこと

と,補体結合反応抗体価が16倍であったことから

帯状痛疹 と診断した19)｡

治療方針 としては,①皮疹の軽減と治癒の促進,

②激しい神経痛様痔痛と帯状痛疹後神経痛 (Post-

herpeticneuralgia)に対する処置,および③悪性

腫癌などの基礎疾患の有無の検索および基礎疾患

への対応があげられる20)｡実際の治療法としては,

従来は対症療法が主で局所的に合歓剤 ,各種軟膏,

全身的には抗生物質,ビタミン剤,あるいは,γ-

グロブ リンの投与が行なわれてきたが11･20,22･23),

最近では抗ウィルス剤が使用されている｡抗-ル

ペスウィルス剤にはビダラビン (Ara-A),アシク

ロビル 24,25)などがあり,現在のところ,帯状痛疹

に対してはアシクロビルが有用とされている｡ア

シクロビルは-ルペスウィルス感染細胞内のみで

活性化し,ウィルス性 DNA ポリメラーゼを抑制

するといわれている26,27)｡今回,症例 2において

アシクロビルを投与したが,一過性に尿沈撞中に

白血球等を認めた以外に副作用は認めなかった｡

痔痛に対する処置としては,ビタミンB12製剤の投

与と可及的に早期からの星状神経節ブロックが効

果的とされている｡特に三叉神経領域は帯状痛疹

後神経痛が残 りやすいといわれており,痛みの有

無にかかわらず,星状神経節ブロックを行なった

ほうがよいとの報告 もある28,29)｡ブロックの帯状

痛疹に対する奏効機序は現在なお十分明らかでは

ないが,Colding30)によると,ウィルスにおかさ

れた交感神経節の トーヌスが高まり,支配領域血

管収縮,組織の虚血が生じ,これが罷患部の状態

を一層悪化させ特有な痔痛を若起する｡これに対

して,交感神経ブロックは異常に高まった同機能

をブロックし,間接的に病的状態を改善し,痔痛

を解消するのであろうと述べている｡症例 2では,

あまり強い痛みを訴えなかったため開始が遅れて
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しまった｡ブロックの効果は認められたが,半年

後に軽度ではあるが,右上唇部に神経痛様痔痛を

認め,カルバマゼ ピン (テグレ トール)の投与に

よりコン トロールしている｡徐々に軽快 してきて

はいるが,早期か らブロックを行なえばよかった

のではないか と思われる28･29)｡なお,星状神経節

ブロックに際して重篤な副作用は経験しなかった｡

結 語

三叉神経領域に発症 した帯状痛疹の 2例 を経験

し,文献的考察 を加 え報告 した｡

症例 1は舌神経領域に発症 したもので, ビタミ

ンB複合剤, グルタチオンの点滴静注,二次感染

予防,ステロイ ド軟膏の塗布にて,約 2週間で完

治した｡

症例 2は上顎神経領域の皮膚粘膜に発症 したも

ので,ビタミンB複合剤や抗生剤の他に抗ウィル

ス剤の投与 と,星状神経節ブロックにより約 1ヵ

月にて帯状痛疹は消失 したが,軽度の神経痛が残

遺 した｡
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