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本日のテーマ 2

危ない頭痛
～見落とさないために

片頭痛
～見過ごさないために



2013/11/12MRI講習会 神経内科 伊藤信二

3頭痛の分類
国際頭痛分類第3版 (ICDH-3)

II. 二次性頭痛（症候性頭痛）

5：頭頸部外傷・傷害による頭痛

6：頭頸部血管障害による頭痛

7：非血管性頭蓋内疾患による頭痛

8：物質またはその離脱による頭痛

9：感染症による頭痛

10：ホメオスターシス障害による頭痛

11：頭蓋骨、頸、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいは

その他の顔面・頸部の構成組織の障害による頭痛あるいは

顔面痛

12：精神疾患による頭痛

III. 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

13：脳神経の有痛性病変および他の顔面痛

14：その他の頭痛性疾患

I. 一次性頭痛（機能性頭痛）

1：片頭痛

2：緊張型頭痛

3：三叉神経・自律神経性頭痛（TACs）

4：その他の一次性頭痛疾患

危ない頭痛は
どれだ?!
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4頭痛の分類
国際頭痛分類第3版 (ICDH-3)

II. 二次性頭痛（症候性頭痛）

５：頭頸部外傷・傷害による頭痛

６：頭頸部血管障害による頭痛

７：非血管性頭蓋内疾患による頭痛

８：物質またはその離脱による頭痛

９：感染症による頭痛

１０：ホメオスターシス障害による頭痛

１１：頭蓋骨、頸、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいは

その他の顔面・頸部の構成組織の障害による頭痛あるいは

顔面痛

１２：精神疾患による頭痛

III. 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

１３：脳神経の有痛性病変および他の顔面痛

１４：その他の頭痛性疾患

I. 一次性頭痛（機能性頭痛）

１：片頭痛

２：緊張型頭痛

３：三叉神経・自律神経性頭痛（TACs）

４：その他の一次性頭痛疾患

危ない頭痛は
どれだ?!

見落とすな！

見過ごすな！

放っといたらかわいそうな頭痛



二次性頭痛（他疾患に伴うもの） 5

重大なものが多い
まず原因疾患を治療する必要がある

頭頸部外傷によるもの

頭頸部血管障害によるもの（くも膜下出血など）

非血管性頭蓋内疾患によるもの（脳腫瘍など）

物質またはその離脱によるもの（薬剤、アルコールなど）

感染症によるもの（髄膜炎など）

ホメオスターシスの障害によるもの

顔面・頭蓋の構成組織の障害に起因する頭痛あるいは顔面痛
（緑内障、副鼻腔炎、中耳炎、歯槽炎など）

精神疾患によるもの



本日のテーマ 6

危ない頭痛
～見落とさないために

片頭痛
～見過ごさないために



全身感染症
（45.5％）

頭部外傷
(4.4％)

頭蓋内病巣(5.8％)
：感染･腫瘍など

一次性頭痛
（32.0%）

その他
（12.4％）

二次性頭痛～ERで 7

対象は救急災害医療センターを併設した病床数376床の中規模地域基幹病院において、
1年間に頭痛を訴えて救急外来を受診した症例。川口ら Neurolosurg Emergency 2017

頭痛を訴えた全例 頭痛のみを主訴とした症例

二次性頭痛
（68.0%）

二次性頭痛
（33.3%）

一次性頭痛
（66.7%）

まず全身感染症のチェック

くも膜下出血は
三次救急では8.1％
二次救急では1％程度



ERにおける

危ない頭痛の診断アルゴリズム
8

危
な
い
頭
痛
の
可
能
性

危
な
い
頭
痛
で
は
な
い

小児または高齢の発症

発症から6ヶ月未満

超特急性発症

非典型的症状、今までにない症状、
局所神経所見の存在

発疹、神経脱落所見、嘔吐、圧痛、
他部位の痛み、事故あるいは頭部

外傷、感染、高血圧の存在

YesNo



二次性頭痛を疑うべき症状 9

突然出現

今まで経験したことのない激しい頭痛

いつもの頭痛と様子が異なる

頻度が増加するか程度が悪化している

50歳以上で初発

神経脱落症状を有する

癌や免疫不全、他の全身性疾患の病態を有する

意識障害、精神症状を有する

発熱、項部硬直、髄膜刺激徴候を伴う

姿勢変化、運動、咳などで誘発される

妊娠中、産褥期に生じる

頭痛薬の頻用、新たな薬物使用



くも膜下出血 10

50歳代 男性
突然の頭痛と意識レベル低下を認め救急搬送

頭痛の程度もさることながら、
目の前でみるみる意識や呼吸状態が悪化



くも膜下出血 11

流山中央病院ホームページより
MRI FLAIR画像：
この程度の出血では頭痛は軽度、局所症候も必ずしも生じない



くも膜下出血におけるMRIの有用性 12

• CTで判断に迷うような出血量の少ないくも膜下出血
や、後頭蓋窩にくも膜下出血が限局する場合は、
MRI FLAIR画像が有用で、CTを上回る診断能力が
ある。

• 1.5T MRI FLAIR画像で、くも膜下出血の検出感度
は、FLAIR画像 92％＞CT 85％と報告されている。

• T2*画像を加えることで、より検出感度が上昇する。

• MRAを加えることで、動脈瘤を同時に評価できる。

• くも膜下出血はFLAIR画像で高信号に、T2*画像で
低信号に描出される。



1336歳 女性: 後頸部痛とめまい

2日前
ERを受診

右後頚部が痛い
体を起こすとめまいがする
浮動性＋回転性

立っていられない
呂律も回りにくい

主訴 所見

眼球運動正常・眼振なし
提舌正中で口唇を超える
明らかな構音障害なし
指鼻指試験、踵膝試験正常

MRIで急性期梗塞巣認めず
末梢性めまいとされ帰宅

昨日
ERを受診

体を起こすとめまいがする
座っていられない
食べると気持ち悪くて嘔吐

頭位変換性めまいとされ、
メイロン･アデホス点滴で帰宅

翌日の総合診療科外来受診指示

本日
総合診療科

↓

脳神経内科

右後頸部は相変わらず痛い
常時めまい・嘔吐
外来処置室で臥床
回転性ではなく浮動性

唾液が少し飲み込みづらい

軽度の注視方向性眼振
右眼裂狭小・縮瞳
軽度の構音・嚥下障害
踵膝試験は右側で軽度拙劣
右顔面・左上下肢温痛覚障害

MRIで右延髄外側に急性期梗塞

本日詳しく聞くと…

右目が開けづらかった
一過性の左方眼振があった



14＜症例＞ 36歳 女性

頭部MRI（延髄）

2日前 診断当日 5日後 5日後

拡散強調画像 T2強調画像

脳幹部の小梗塞は起こりたての時はMRIでわからないことがある



15Wallenberg症候群

延髄外側の梗塞による

○同側の小脳性運動失調

→回転性 or 浮動性めまい、起立･歩行障害

○同側の反回神経麻痺 →嚥下･構音障害

●同側のHorner症候群 →眼裂狭小･縮瞳･発汗低下

●顔面は同側・頚から下は対側の交代性温痛覚障害

（顔面でも対側に認めることは稀ではない）

●は多くの患者が自覚しない
→積極的に疑って診察しないとわからない

指でさわって「感覚を診たような気になって」もわからない

めまいの患者では、必ず痛覚をチェックすること！



16椎骨脳底動脈解離

＜契機＞
ロングヘアをドライヤーで乾かす
美容室で洗髪する瞬間（頚部後屈）
スノーボードで転倒→雪のこぶで後頸部打撲
テニスのサーブ、ゴルフのスイング など

しばしばWallenberg症候群の原因となる
くも膜下出血を来すこともある
若年者にも動脈硬化の背景なく生じる

頚部捻転, 強い前後屈で誘発される

後頸部～後頭部痛を伴うことが多い

MRAでは偽腔（動脈の裂け目）がみられる

症例1のMRA

MRA

3D-CTA



17椎骨脳底動脈解離の治療
• 椎骨脳底動脈解離では解離部の瘤形成の有無で治療方針が変
わり、脳神経外科的緊急治療を要することもあるので、保存
的治療下でも脳神経外科が常に対処できる体制が必要。

• 解離部に瘤形成が明らかな場合には、くも膜下出血の危険性
があり、抗血栓療法は行うべきでない。

• 解離部の画像所見は急性期に短時間のうちに変化しやすく、
MRAやCTA等の血管画像検査を繰り返し行う必要がある。

• 3～6ヵ月を過ぎると脳梗塞の再発、動脈解離の再発の危険性
が減少する。

• ほぼ全例に抗凝固療法、85%に抗血小板療法、併用療法も行
われるが、どの治療が優れるか結論は出ていない。

• できるだけ3ヵ月毎に画像検査を行い、その所見に基づいて
抗血栓療法の必要性と薬剤選択を検討する。原則として6ヵ
月以降は。解離部に狭窄所見が残存していれば抗血栓療法を
継続。画像所見が完全に正常化していれば不要だが、画像の
followは必要。



18可逆性脳動脈攣縮症候群（RCVS）
60歳代 女性 突然の雷鳴頭痛で来院
（雷鳴頭痛：初発時いきなりピークに達する頭痛）

頭痛発症日CT 第8病日MRI FLAIR画像

ERで異常なしとして帰宅、その後も雷鳴頭痛の発作を繰り返し、
MRIを行ったところ、第8病日に円蓋部にSAHを認めた。



19可逆性脳動脈攣縮症候群（RCVS）
頭痛発症日 第8病日 第40病日

同時多発的な脳動脈狭窄⇒第40病日には消失している（可逆性の攣縮）



20可逆性脳動脈攣縮症候群（RCVS）
＜診断基準＞ Ducros A, et al. Lancet Neurol, 2012

①急性発症の雷鳴頭痛を認め、神経脱落症状や痙攣を伴うこともある。
②単相性の経過で、発症1ヵ月以降は新たな症状が出現しない。
③ MRA, CTAまたは脳血管造影において分節状脳動脈攣縮を認める。
④脳動脈破裂に伴うSAHがない。
⑤脳脊髄液所見はほぼ正常（蛋白＜100mg/dL、細胞数＜15/μL）。
⑥発症から12週間以内に脳血管攣縮の完全または十分な改善を認める。

＜特徴＞
・20～50歳代の女性に多い。片頭痛を有する患者に多い。
・75％は頭痛が唯一の症状。12％に頸動脈解離を、8～38％にPRES

（Posterior reversible encephalopathy syndrome）を伴う。
・雷鳴頭痛の発作は平均1～3時間で、持続と消失を反復する。
・悪心・嘔吐、光過敏、音過敏を伴うことがある。10％に片頭痛の前兆様の
視覚障害がTIAとして出現する。

・中枢神経原発血管炎 (PACNS: Primary Angiitis of Central Nervous System)

との鑑別が必要。
・確立された治療法はないが、血管拡張にロメリジン、ベラパミルなどCa-

blockerを用いる。抗血小板薬の慢性投与は不要とされる。
・トリプタン製剤は禁忌（片頭痛と誤診されやすい）、ステロイド剤も禁忌。



21RCVSの誘因
 産褥期（産後、薬物曝露、子癇）

 入浴・シャワー

 多量飲酒

 カテコラミン産生腫瘍（褐色細胞腫など）

 薬剤

 セロトニン関連薬：トリプタン系、SSRI

 交感神経刺激薬：コカイン、覚醒剤など

 エルゴタミン類：ブロモクリプチンなど

 免疫抑制薬：タクロリムス、シクロフォスファミド

 IFNa、免疫グロブリン静注、エリスロポエチン、輸血

 経口避妊薬

 ニコチンパッチ



22脳静脈血栓症
30歳代女性 出産2週間後 授乳中
数日前から頭痛、本日ぼんやりしておりER受診

頭部CT

左頭頂葉後頭葉寄り
の脳梗塞？



23脳静脈血栓症
DWIで典型的な急性期梗塞巣なし、MRAで異常なし
静脈相のCTAで上矢状静脈洞の断続的狭窄･閉塞を認める

造影CTA静脈相 左側面から 左斜後方から 後方から

MRI DWI MRI FLAIR MRA



24脳静脈血栓症

⚫ 進行性･重度の頭痛＋頭蓋内圧亢進症状、意識障害
で疑う。90%以上は痙攣、神経脱落症状を伴う。

⚫ 神経脱落症状は血栓の部位によって異なり、視覚異
常や感覚性失語、空間失認など頭頂葉～後頭葉由来
の症状も呈する。

⚫ 静脈性の脳梗塞や脳出血を生じることがあり、しば
しばMRIで同時多発病巣を認める。

⚫ 妊娠に関連する発症では、分娩直後から産褥4週ま
でに発症することが多い。

⚫ 抗リン脂質抗体症候群など、血液凝固異常を有する
患者では特に注意を要する。



25その他の二次性頭痛の原因疾患
• 頭蓋内腫瘤
• 下垂体卒中
• 水頭症、頭蓋内圧亢進症
• 急性外傷後頭痛
• 低頭蓋内圧性頭痛
• 髄膜炎
• 脳炎
• 脳血管炎
• 高血圧性頭痛
• 急性閉塞隅角緑内障
• 急性副鼻腔炎
• 薬剤により起こる頭痛
• 全身感染症 Levin M Semia Neurol. 2015: 35: 667-674

⚫ 相互に関連して起こることがある
⚫ 眼科・耳鼻科・歯科領域の疾患も
ありうる

⚫ 生活歴・服薬歴は重要。
⚫ 慢性頭痛を有する患者でも
決めつけは禁物



危ない頭痛への対処 26

早急なERへの紹介

脳内･脳外専門医のfollow up 

(椎骨脳底動脈解離やRCVSはMRIの追跡を要する)

改善後の患者教育

(悪化時のER受診、生活習慣の管理、禁忌薬剤など)



本日のテーマ 27

危ない頭痛
～見落とさないために

片頭痛
～見過ごさないために
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28頭痛の分類
国際頭痛分類第3版 (ICDH-3)

II. 二次性頭痛（症候性頭痛）

5：頭頸部外傷・傷害による頭痛

6：頭頸部血管障害による頭痛

7：非血管性頭蓋内疾患による頭痛

8：物質またはその離脱による頭痛

9：感染症による頭痛

10：ホメオスターシス障害による頭痛

11：頭蓋骨、頸、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいは

その他の顔面・頸部の構成組織の障害による頭痛あるいは

顔面痛

12：精神疾患による頭痛

III. 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

13：脳神経の有痛性病変および他の顔面痛

14：その他の頭痛性疾患

I. 一次性頭痛（機能性頭痛）

1：片頭痛

2：緊張型頭痛

3：三叉神経・自律神経性頭痛（TACs）

4：その他の一次性頭痛疾患

放っといたら
かわいそうな
頭痛



片頭痛
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有病率は従来考えられていたより多い
特に若い女性に多い



片頭痛

2013/11/12MRI講習会 神経内科 伊藤信二
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およそ10～30代女性の15～20％



片頭痛 31

時々寝込む
30％

寝込まないが
日常生活に支障がある

40%

いつも寝込む 4%
日常生活に
何らかの支障あり

76%

生産性が著明に低下する



片頭痛

2013/11/12MRI講習会 神経内科 伊藤信二
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アブセンティズム（欠勤）は

日本で 4～7%
ヨーロッパ5カ国

（英･仏･独･伊･西）で 14%

たかが
頭痛ごときで!



片頭痛

2013/11/12MRI講習会 神経内科 伊藤信二
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仙台頭痛脳神経クリニック松森保彦先生 Gibbs SN et al., 2020 Buse DC et al., 2016.



前兆のない片頭痛～診断基準 34

A. B ～ D を満たす頭痛発作が5回以上ある

B. 頭痛発作の持続時間は4～72時間（未治療もしくは治療
無効の場合）

C. 頭痛は以下の4つの特徴の少なくとも2項目を満たす
1. 片側性
2. 拍動性
3. 中等度～重度の頭痛
4. 日常的な動作（歩行や階段昇降など）により頭痛が増悪
する、或いは頭痛のために日常的動作を避ける

D. 頭痛発作中に少なくとも以下の1項目を満たす
1. 悪心または嘔吐

2. 光過敏および音過敏

E. 他に最適な国際頭痛分類上の診断がない

要するに「じっとしていたい」

暗い静かなところにいたい



前兆のある片頭痛～診断基準 35

A. BおよびD を満たす頭痛発作が2回以上ある

B. 以下の完全可逆性前兆症状が1つ以上ある

1. 視覚症状

2. 感覚症状

3. 言語症状

4. 運動症状

5. 脳幹症状

6. 網膜症状

C. 以下の6つの特徴のうちの少なくとも3項目を満たす

1. 少なくとも1つの前兆症状は5分以上かけて徐々に進展する

2. ２つ以上の前兆が引き続き生じる

3. それぞれの前兆症状は5～60分持続する

4. 少なくとも１つの前兆症状は片側性である

5. 少なくとも１つの前兆症状は陽性症状である

6. 前兆に伴って、あるいは前兆出現後60分以内に頭痛が発現する

D. 他に最適な国際頭痛分類上の診断がない

＜サブカテゴリー＞

→片麻痺性片頭痛

→脳幹性前兆を伴う片頭痛

→網膜片頭痛

閃輝暗点は90%以上の頻度で多くは両側性
感覚症状は片側性のチクチク感や感覚鈍麻など

構音障害やめまい

単眼性の視覚障害



慢性片頭痛～診断基準 36

A. 片頭痛様または緊張型頭痛様の頭痛が月に15日以上の

頻度で3ヶ月を超えて起こり、BとC を満たす

B. 「前兆のない片頭痛」の診断基準 B～Dを満たすか、

「前兆のある片頭痛」の診断基準 BとCを満たす発作が、

併せて5回以上あった患者に起こる

C. 3ヶ月を超えて月に8回以上で下記のいずれかを満たす

1. 「前兆のない片頭痛」の診断基準 CとDを満たす

2. 「前兆のある片頭痛」の診断基準 BとCを満たす

3. 発症時には片頭痛であったと患者が考えており、トリ

プタンあるいは麦角誘導体で改善する

D. 他に最適な国際頭痛分類上の診断がない



片頭痛の誘因
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女性の社会参加を促すほど増加する可能性がある



片頭痛～診断の難しさ 38

 両側性が約40％

 非拍動性（ずきずきしない）が約50％

 肩こりが誘因となるものが75％

 ストレス誘発性が72％

 典型的前兆があっても頭痛が非典型的か、頭痛を生じな
いものもある

 局所症候を伴うものはRCVSなどとの鑑別が必要

 日常生活を阻害する頭痛は、典型的でなくても片頭痛を
積極的に疑う（最初は診断確定にこだわらない）

 片頭痛と診断していても、性質が変化したら二次性頭痛
を疑いER受診（例えばじっとしていたがる片頭痛患者
がじたばた不穏になったら、RCVSの可能性あり）



片頭痛～古典的治療 39

 トリプタン製剤が第一選択：頭痛がピークに達する前に内服

 アセトアミノフェン、非ステロイド系消炎鎮痛剤は安価で入
手しやすいが、効果は限定的

 制吐剤を併用

 予防にはb-blocker, Ca-blocker, バルプロ酸Naを用いる
（プロプラノロール）（ロメリジン,ベラパミル）

 誘発因子の回避
 精神的因子：ストレス、緊張、疲労、睡眠（不足・過多）

 内因性因子：月経周期

 環境因子：天候（温度・気圧差）、頻回の旅行、臭い

 食事性因子：空腹、アルコール（他の食品、例えばチーズ、チョコ
レート、ナッツなどは個人差が大きく、摂取制限はあまり行わない）

病態生理はまだ確定していないが、セロトニンとその受容体（5-HT1B/1D

受容体）、三叉神経終末から放出されるカルシトニン遺伝子関連ペプチド
（CGRP）が頭痛に関与している可能性が高い



トリプタン系薬剤 40

1.8時間
1.3時間
0.18時間

3時間
2.98時間

1時間
1.3時間



片頭痛の機序
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＜三叉神経血管説＞
何らかの刺激で血管に分布する三叉神経終末や軸索が興奮し、CGRPなどが遊離され
る。これにより主に頭蓋内硬膜血管に神経原性炎症が起こり、脳に痛み信号を送る。

＜セロトニン説＞
セロトニン受容体である5-HT1B/1D受容体は、頭蓋内血管、三叉神経終末、三叉神経な
ど三叉神経血管系に広く分布している。トリプタン（ 5-HT1B/1D受容体作動薬）が片頭
痛発作に奏功することから、片頭痛発作への関与が明らかとなっている。



最近注目されている薬剤 42

エムガルティ
アジョビ

アイモビーグ

レイボー



CGRP関連抗体薬 43

1. 国際頭痛分類第 3 版(ICHD-3)を参考に十分な診療を実施し，前兆
のある又は前兆のない片頭痛の発作が月に複数回以上発現してい
る，または慢性片頭痛であることが確認されている．

2. 本剤の投与開始前 3カ月以上において，1 カ月あたりの migraine 

headache days（MHD:片頭痛又は片頭痛の疑いが起こった日
数）が平均 4 日以上である．

3. 睡眠，食生活の指導，適正体重の維持，ストレスマネジメント等
の非薬物療法及び片頭痛発作の急性期治療等を既に実施している
患者であり，それらの治療を適切に行っても日常生活に支障をき
たしている．

4. 本剤で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬（プロプラノロール塩酸
塩，バルプロ酸ナトリウム，ロメリジン塩酸塩等）のいずれかが，
下記①～③のうちの 1 つ以上の理由によって使用又は継続できな
い．
①効果が十分に得られない
②忍容性が低い
③禁忌，又は副作用等の観点から安全性への強い懸念がある

本製剤に関する治療の責任者として配置されている医師
について，以下のアに該当し,イ～オのいずれかの学会の
専門医の認定を有していることとされているため,投与開
始に当たっては,診療報酬明細書の摘要欄に以下のア～オ
のうち該当するもの（「医師要件ア」から「医師要件
オ」までのうち該当するものを全て記載）．

ア医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に,頭痛
を呈する疾患の診療に5 年以上の臨床経験を有してい
る．

イ日本神経学会
ウ日本頭痛学会
エ日本内科学会（総合内科専門医）
オ日本脳神経外科学会

投与は重篤な副作用の発現時に適切な対応をとることが
可能な医療機関で行う必要がある.

患者要件 施設要件



CGRP関連抗体薬 44

◎基本的に慢性片頭痛に適応
◎片頭痛の頻度・日数が減少
◎妊娠への悪影響は現時点では認められていない
◎薬物の使用過多を防ぎうる

⚫長期使用で効果減弱（wearing-off）の可能性あり
⚫エレヌマブで重症便秘の報告あり
⚫血圧・脈拍上昇など心血管系への影響がありうる
⚫感染症や自己免疫疾患合併例への影響はまだ未知数



5-HT1F受容体作動薬
（Lasmiditan: レイボー®）

2013/11/12MRI講習会 神経内科 伊藤信二
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2022/6/8発売
血管収縮作用がない：RCVS等にも使える
CGRP放出抑制効果もある



緊張型頭痛～診断基準 46

A. 各緊張型頭痛は主にその発症頻度で診断される（稀発反復性：1
日未満/月、頻発反復性：1～14日/月、慢性：15日以上/月）。
かつ以下の項目を満たす。

B. 頭痛は30分～7日間持続する

C. 頭痛は以下の特徴の少なくとも2項目を満たす

1. 両側性

2. 性状は圧迫感または締め付け感（非拍動性）

3. 強さは軽度～中等度

4. 歩行や階段昇降などの日常的な動作により増悪しない

D. 以下の両方を満たす

1. 悪心や嘔吐はない（食思不振を伴うことはある）

2. 光過敏や音過敏はあってもどちらか一方のみ

E. 他に最適な国際頭痛分類上の診断がない

わが国で最も多く、男性に多いが、有病率は20～80％台と
調査により大きく異なる



緊張型頭痛～治療 47

＜急性期治療＞

 アセトアミノフェン、非ステロイド系消炎鎮痛剤が主体

 薬物乱用頭痛の誘発に要注意（特にカフェイン併用時）

＜予防的治療＞

 薬物療法：抗うつ薬、筋弛緩薬、抗不安薬

 非薬物療法

 筋電図バイオフィードバック療法

 頭痛体操

 認知行動療法

 頚・肩部マッサージ、鍼灸 など

頻発型と慢性型は日常生活に支障を生じる



群発頭痛～診断基準 48

A. B ～ Dを満たす発作が5回以上ある

B. 未治療で一側性の重度～極めて重度の頭痛が、眼窩部、眼窩上
部または側頭部のいずれか1つ以上の部位に、15～180分間持
続する。

C. 頭痛と同側に少なくとも以下の1項目を伴う

1. 結膜充血または流涙（あるいはその両方）

2. 鼻閉または鼻漏（あるいはその両方）

3. 眼瞼浮腫

4. 前頭部および顔面の発汗

5. 縮瞳または眼瞼下垂（あるいはその両方）

6. 落ち着きがない、あるいは興奮した様子

D. 発作頻度は1回/2日～8回/日

E. 他に最適な国際頭痛分類上の診断がない

三叉神経領域における
副交感神経系の
自律神経症状

20～40歳代の就業年齢に多く、激しい頭痛が数週～数ヶ月の
長期にわたり群発するため、日常生活への支障が大きい



群発頭痛～治療 49

 トリプタン製剤が第一選択：皮下注射、次いで点鼻が有効

 酸素吸入：純酸素15分間

 他の鎮痛剤の有効性は確認されていない

 予防療法のevidenceは未確立

 Ca-blocker：ベラパミルが有効？

 副腎皮質ステロイド：プレドニゾロン内服が有効？

 炭酸リチウムが慢性型に有効？

 トリプタン製剤の予防内服は無効

＜トリプタン製剤の禁忌＞ 多いので要注意！
□脳血管障害、虚血性心疾患をはじめとする血管障害の既往歴
□コントロ−ル不良の高血圧，重篤な肝機能障害
□特殊な片頭痛（片麻痺性，脳幹型）
□妊婦，授乳婦，小児（安全性が確立していない）
□エルゴタミン製剤もしくは類似薬を24時間以内に服用
□MAO阻害剤服用 □SSRI服用（併用注意）
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