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今日のテーマ今日のテーマ

１．１．危険な頭痛危険な頭痛を見分けるを見分ける

症候性頭痛と機能性頭痛の鑑別症候性頭痛と機能性頭痛の鑑別

２．２．グレイゾーン頭痛グレイゾーン頭痛は専門家へは専門家へ

鑑別困難な頭痛の扱い鑑別困難な頭痛の扱い

３．３．慢性頭痛慢性頭痛の診かたの診かた

緊張型頭痛、片頭痛など緊張型頭痛、片頭痛など



１．１．危険な頭痛危険な頭痛を見分けるを見分ける

症候性頭痛と機能性頭痛の鑑別症候性頭痛と機能性頭痛の鑑別



国際頭痛学会分類国際頭痛学会分類  19881988年年

ⅠⅠ. . 機能性頭痛機能性頭痛

片頭痛片頭痛

緊張型頭痛緊張型頭痛

群発頭痛群発頭痛

ⅡⅡ. . 症候性頭痛症候性頭痛



症候性頭痛症候性頭痛

頭部外傷頭部外傷

血管障害血管障害

非血管性頭蓋内疾患非血管性頭蓋内疾患

薬剤薬剤

頭部以外の感染症頭部以外の感染症

代謝障害代謝障害

耳鼻科・眼科疾患耳鼻科・眼科疾患

頭部神経痛頭部神経痛



血管障害血管障害

くも膜下出血くも膜下出血

突発性突発性

激しい頭痛激しい頭痛

嘔吐を伴う嘔吐を伴う

時に意識障害時に意識障害

脳梗塞脳梗塞

椎骨脳底動脈領域に多い椎骨脳底動脈領域に多い

解離性動脈瘤解離性動脈瘤

神経症状を伴う神経症状を伴う
 

めまい、ふらつき歩行めまい、ふらつき歩行



5555歳男性歳男性  意識消失発作後頭痛意識消失発作後頭痛



解離性動脈瘤（発症時）解離性動脈瘤（発症時）



解離性動脈瘤（１ヵ月後）解離性動脈瘤（１ヵ月後）



非血管性頭蓋内疾患非血管性頭蓋内疾患

髄膜炎髄膜炎

発熱、嘔吐発熱、嘔吐

時に意識障害時に意識障害
 

脳炎の合併脳炎の合併

髄膜刺激徴候髄膜刺激徴候

良性頭蓋内圧亢進症良性頭蓋内圧亢進症

低髄液圧性頭痛低髄液圧性頭痛

髄液漏、腰椎穿刺髄液漏、腰椎穿刺



耳鼻科・眼科疾患による頭痛耳鼻科・眼科疾患による頭痛

副鼻腔炎副鼻腔炎

緑内障緑内障



頭部神経痛頭部神経痛

三叉神経痛三叉神経痛

後頭神経痛後頭神経痛

走る痛み、電撃痛、圧痛走る痛み、電撃痛、圧痛

異常感覚異常感覚



7373歳男性歳男性  後頭部痛、後頚部痛後頭部痛、後頚部痛



２．２．グレイゾーン頭痛グレイゾーン頭痛は専門家へは専門家へ

鑑別困難な頭痛の扱い鑑別困難な頭痛の扱い



グレイゾーン頭痛の徴候グレイゾーン頭痛の徴候

嘔気、嘔吐嘔気、嘔吐

激しい頭痛激しい頭痛

神経所見神経所見

意識障害意識障害

発熱発熱

視力障害視力障害



３．３．慢性頭痛慢性頭痛の診かたの診かた

片頭痛片頭痛

緊張型頭痛緊張型頭痛

群発頭痛群発頭痛





慢性頭痛の特徴慢性頭痛の特徴

片頭痛片頭痛

拍動性、発作性、前兆あり拍動性、発作性、前兆あり

こめかみ部こめかみ部

緊張型頭痛緊張型頭痛

頭重感、圧迫感、しめつけ感、持続性頭重感、圧迫感、しめつけ感、持続性

後頭部、こめかみ部後頭部、こめかみ部

群発頭痛群発頭痛

群発、痛みで目が覚める、えぐられる群発、痛みで目が覚める、えぐられる

男性男性



片頭痛片頭痛











片頭痛発作と月経周期との関係片頭痛発作と月経周期との関係



















片頭痛に対する片頭痛に対する  
呉茱萸湯と塩酸ロメリジンの呉茱萸湯と塩酸ロメリジンの  

併用効果併用効果



対象症例対象症例

前兆を伴わない片頭痛前兆を伴わない片頭痛
 

88名名

男性男性
 

22名名
平均年齢平均年齢

 
３５．０３５．０±±１２．７１２．７

女性女性
 

66名名
平均年齢平均年齢

 
４４．２４４．２±±１４．７１４．７



効果判定効果判定

著効著効
 

頭痛ほぼ消失頭痛ほぼ消失

効果効果
 

頭痛の回数、程度が明らかに改善頭痛の回数、程度が明らかに改善

やや有効やや有効
 
頭痛の回数、程度が減少傾向頭痛の回数、程度が減少傾向

無効無効
 

頭痛不変頭痛不変



片頭痛に対する呉茱萸湯と塩酸ロメリジンの片頭痛に対する呉茱萸湯と塩酸ロメリジンの
 併用効果併用効果

0

1

2

3

4

著効 有効 やや有効 無効



4040歳歳  女性女性

1010年前に年前に22～～33回頭痛あり回頭痛あり

平成平成1515年年44月から、月に月から、月に11～～22回の頭痛あり回の頭痛あり

閃輝暗点に続き、拍動性頭痛、嘔吐あり閃輝暗点に続き、拍動性頭痛、嘔吐あり

肩こり強い肩こり強い

７月３０日、７月３０日、呉茱萸湯、イミグラン５０開始呉茱萸湯、イミグラン５０開始

８月１２日、閃輝暗点後拍動性頭痛８月１２日、閃輝暗点後拍動性頭痛

イミグラン５０で改善、程度軽いイミグラン５０で改善、程度軽い

８月１９日、閃輝暗点のみ、頭痛なし８月１９日、閃輝暗点のみ、頭痛なし

呉茱萸湯服薬４日目から、肩こり改善呉茱萸湯服薬４日目から、肩こり改善



緊張型頭痛緊張型頭痛



慢性頭痛に対する呉茱萸湯の効果慢性頭痛に対する呉茱萸湯の効果

封筒法による桂枝人参湯封筒法による桂枝人参湯

との比較検討との比較検討



呉茱萸湯呉茱萸湯

漢方治療の実際（大塚敬節）漢方治療の実際（大塚敬節）

発作性にくる激しい頭痛に用いる。発作性にくる激しい頭痛に用いる。

発作の起こるときは、項部の筋肉が発作の起こるときは、項部の筋肉が

収縮するから、肩からくびにかけてひどく凝る。収縮するから、肩からくびにかけてひどく凝る。

このくびの凝り具合が、この処方を用いる一つこのくびの凝り具合が、この処方を用いる一つ

の目標になる。の目標になる。



呉茱萸湯呉茱萸湯

少陰病、吐利・手足厥冷・煩躁死せんと少陰病、吐利・手足厥冷・煩躁死せんと

欲する者は呉茱萸湯之を主欲する者は呉茱萸湯之を主るる

乾嘔唌沫を乾嘔唌沫を吐して吐して、頭痛する者は、頭痛する者は

呉茱萸湯之を主呉茱萸湯之を主るる



対象およびその構成対象およびその構成

呉茱萸湯呉茱萸湯 桂枝人参湯桂枝人参湯

対象対象 33８名８名 3636名名

緊張型頭痛緊張型頭痛

混合性頭痛混合性頭痛

３６３６

２２

３３３３

３３

男女比男女比 １３：２５１３：２５ １４：２２１４：２２

平均年齢平均年齢 54.854.8歳歳 55.655.6歳歳



慢性頭痛に対する呉茱萸湯の効果慢性頭痛に対する呉茱萸湯の効果
 

自覚症状改善度自覚症状改善度

0 10 20 30 40

桂枝人参湯

呉茱萸湯
著明改善

中等度改善

軽度改善

不変



緊張型頭痛患者の血漿緊張型頭痛患者の血漿MHPGMHPG、セロトニン、セロトニン
 

に対する呉茱萸湯の効果に対する呉茱萸湯の効果

0

1

2

3

4

5

6

対照 頭痛 呉群

MHPG

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

対照 頭痛 呉群

セロトニ
ン



群発頭痛の発作群発頭痛の発作







せきクリニック頭痛の治療指針せきクリニック頭痛の治療指針

生命に危険のある頭痛を見逃さない生命に危険のある頭痛を見逃さない

慢性頭痛の鑑別慢性頭痛の鑑別

拍動性拍動性
 

片頭痛片頭痛

頭重感頭重感
 

緊張型頭痛緊張型頭痛

群発性群発性
 

群発頭痛群発頭痛

治療治療

片頭痛、緊張型頭痛は呉茱萸湯をベースにする片頭痛、緊張型頭痛は呉茱萸湯をベースにする

頓服として頓服として

片頭痛片頭痛
 

エルゴタミン製剤、トリプタン系エルゴタミン製剤、トリプタン系

緊張型頭痛緊張型頭痛
 

NSAIDNSAID



SESaMeSESaMe 
SSimple,imple,EEffective,ffective,SaSafetyfety MeMedicinedicine

単純、効果的、安全な医療単純、効果的、安全な医療

単純単純
 
より単純、簡単な治療法より単純、簡単な治療法

誰でも治療可能、間違いが少ない誰でも治療可能、間違いが少ない

効果的効果的
 

有効性が高い有効性が高い

安全安全
 
有効性より安全性を重視有効性より安全性を重視

ステップ治療ステップ治療
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