
Q：性別：男子、年齢：13歳、いつから頭痛がはじまったか：去年の 6月頃 

去年の６月頃から毎朝、頭痛・めまい・不快感などで起きられず不登校になりました。

小児科の先生にナウゼリン、メニスロンを処方されましたが効かず、精神科の先生を紹

介され、うつ病の薬治療をしましたが、朝の頭痛などは改善されませんでしたので、自

己判断で去年 11 月に薬を止めました。今も朝はキツくて起きられません。昼過ぎや土

日はかなり緩和されます。母親は生理前によく吐いてましたが、その後くも膜下出血を

発症しました。たぶん頭痛は小学生の頃からだったと思います。その頃も何度か朝頭痛

で学校を休んだ覚えがあります。慢性頭痛でしょうか？何か薬や鎮痛剤はありますか？

頭痛外来で治療した方が良いでしょうか？  

A：幼稚園（または小学校）の頃に起立性調節障害や周期性嘔吐症候群（吐きやすい・

吐いてすっきりする）を認め、思春期から体位性頻脈（頻拍）症候になったとすると、

覚醒睡眠のリズムにおいて、睡眠相が後退しやすかった（脳が朝と自覚する時刻が遅く

なる）可能性などを考えます。乗り物や学校での体育・人ごみなどで具合悪くなったり

することへのプレッシャーや保健室へ行くまたは、腹痛でトイレに行くことなどへのス

トレスがかかると心理社会的な頭痛の併発も疑われます。頭痛外来で幼少時からの経過

を含めての診察をお勧めいたします。担任・養護教諭やスクールカウンセラーとの連携

が必要なことがあります。 

 

 

Q：性別：女子、年齢：14歳、いつから頭痛がはじまったか：９歳くらい 

小学生の頃から乗り物に乗ると頭痛がしました。乗り物酔いかと思い、酔い止めの薬を

飲んでいましたが、常に頭痛がするようになり吐きけや目がちらつきなどを伴うように

なり、脳神経外科を受診し MRI等の検査をしたところ、下垂体腺腫と言われました。眼

科の受診も勧められ、受診検査し、視力には異常はありませんでした。その後は頭痛薬

のみで特に治療などを行っておりません。このままでも大丈夫でしょうか？不安です。

現在服用している薬はチザニンとツムラの五苓散エキス、ノイロトロピン、トリプタン

などです。このまま薬を飲んでいるだけでいいのでしょうか？ 

A：下垂体ホルモンの数値は念のため測ってみる必要はありますが、MRI で指摘された

下垂体腺腫（下垂体肥大・腫大？）だけで本例の症状の説明はつかないと考えられます。

視覚前兆とまでは言えませんが、または、光への過敏性や眼の周囲の筋肉の攣縮様症状

や眼の奥の重苦しさ、に動作で悪化する吐き気（胸悪い）や倦怠（だるさ）が疑われま

すので、小児の片頭痛から成人の片頭痛になってきている可能性も考えます。漢方はエ

ビデンスは低いものの片頭痛に有効なくすりが多いです。片頭痛治療におけるトリプタ

ンや消炎鎮痛薬には、効果を最大に引き出すための服薬のコツ（ただ飲めば良くなると

いうものではない）もありますので一度頭痛外来の受診をお勧めいたします。 

 



Q：性別：女性 

年齢：22歳 

ハンドルネーム：コトちゃん 

いつから頭痛がはじまったか：高校生の頃から 

質問内容：以前から気になっていることがあり質問お願いします。何かの本で、カフェ

インは血管を収縮させるので、血管の膨張によって起こる片頭痛のときにカフェインを

摂ると痛みが和らぐと読んだのですが、私はコーヒーを飲むと逆に頭が痛くなります。

意識し始めたのは高校生ぐらいだったと思います。ココアやコーラでは頭痛はおきませ

ん。カフェインと頭痛は関係があるのでしょうか？  

A：片頭痛の痛みの性質は、思春期から高校生さらに成人へと変化していきます。片頭

痛の病態が変化する要因には、女性ホルモン周期の変動（生理前後）やライフスタイル

の変化の可能性が高いです。その他の要因には，市販の鎮痛薬（カフェイン含有配合剤）

の頻用やカフェイン過剰の関与もあり得ます。一般にコーヒー３杯/日と鎮痛薬毎日は

500mg/日のカフェインに換算されます。少量のカフェインで治まり、過量のカフェイン

でかえって頭痛が悪化する場合には、カフェインの摂取しすぎ（結果としての乱用傾向）

頭痛の疑いがあります。カフェインはコーヒー・鎮痛薬以外にもお茶やドリンクにも入

っていますので知らず知らずのうちに過剰になってしまう可能性もあります。また、カ

フェイン関連頭痛の特徴にはめまいが多いですがいかがですか？ 

 

Q：性別：女性 

年齢：45歳 

ハンドルネーム：じゅんちゃん 

いつから頭痛がはじまったか：２～３年前？？ 

質問内容：いつ頃からか、はっきり覚えてないのですが、花粉症の時期になると頭痛が

始まるようになりました。花粉症は、６～７年前からなのですが、多分頭痛は２～３年

前からだと思います。花粉症と頭痛は関係があるのでしょうか？また、ザジテンを服用

しておりますが、頭痛薬と一緒に飲んでも大丈夫でしょうか？よろしくお願いします。 

A：アレルギー性疾患（花粉症・喘息・アトピーなど）と片頭痛とは関連が強いです。

花粉症が 6～7年で頭痛も 2～3年と経過も長く、片頭痛とアレルギー性疾患が共存して

いる可能性を疑います。ザジテンはアレルギーに有効ですが、眠気で集中力が低下しま

せんか？片頭痛による倦怠や眠気も加わると眠気で集中力が低下しやすいのではない

ですか？アレルギー性疾患の症状を誘発するロイコトリエンのはたらきを阻害する薬

で、片頭痛の予防効果も認められる（海外）モンテルカスト・プランルカストを毎日内

服してみてはいかがでしょうか？また、あなたは気圧変動・気温・飛行機や乗り物で頭

痛は誘発されやすいですか？花粉症に副鼻腔炎を合併しているか否かの画像（場合によ

っては採血）検査をお勧めいたします。 



Q：性別：女性 

年齢：23歳 

ハンドルネーム：ゆっぴい 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：4月から社会人の仲間入りをしました。なれない事務仕事で疲れてくると頭

痛が始まります。肩もかちかちに凝っている感じがします。肩こりからきているのかな

と思いますが、この頭痛って一時的なものだといいのですが、このまま頭痛もちになる

のが心配です。何か方法はありますか？ 

薬を飲んでもすぐに治らない時には、冷やしたほうがいいのでしょうか？それとも温め

た方がいいのでしょうか？昔、祖母がこめかみに梅干を貼ってた記憶があるのですが、

これは効くのでしょうか？肩こりと頭痛の関係を教えてください。 

 

A：あなたの頭痛は，悪心・吐き気や光や音・におい・高温（暖房効き過ぎ）に過敏に

なるのか不明ですが，発症年齢と女性であること、さらに祖母が片頭痛を疑う特徴とい

う家族（遺伝性）から推察して片頭痛である可能性はあると思われます．また，事務仕

事に疲れると頭痛が始まると書いてありますが，片頭痛の随伴症状（片頭痛による）で

疲労（これも片頭痛の特徴です．かなりのだるさで熟眠になることもあります）がきて

いる可能性も考えます。生あくび（流涙や目が赤く充血を含む）や眼の周囲の筋肉にぴ

くぴくはありませんか？あれば，ただの肩こりや疲れではありあせん．一般に，肩こり

があると，それは緊張型頭痛と診断されがちです．その肩こりは，日常的な動作（振り

向く、階段を上がる、乗り物など）や生理の前後で増悪する症状はありませんか？予兆

として、生あくび（流涙や眼瞼がぴくぴくも）、そして、うなじから後ろの頸の筋肉が

ギューッとこわばり、静かにしていると楽ですが，ふつうの動きにより，拍動性頭痛に

吐き気を伴えば、ますます片頭痛の可能性が高いと考えられます。薬は消炎鎮痛薬でし

ょうか？片頭痛の方が、消炎鎮痛薬を内服すると“薬剤過量使用による頭痛”に陥りや

すいのでご注意ください．あたなが，片頭痛であれば、温めると血流がよくなり片頭痛

の原因血管をより拡張させ血管周囲の神経の炎症を増悪させる可能性が高いです。冷や

すほうがいいです。梅干自体には片頭痛そのものへの改善効果はないと考えます．片頭

痛は，三叉神経支配の神経原性炎症が起こっているとされています．その三叉神経支配

は，顔や歯だけでなく，頭蓋や側頭の硬膜や眼の周囲，さらには，頸や肩周囲に及んで

います。したがって、片頭痛の患者さんの初期には後頸からうなじ，そして肩が凝るこ

とになります．そして，肩こり頭痛だと誤解がなされてしまいます． 

 

※片頭痛：頭痛の一種で、偏頭痛とも表記する。頭の片側のみに発作的に発生し、脈打

つような痛みや嘔吐などの症状を伴うのが特徴 

※緊張型頭痛：頭痛の最も一般的なタイプで、徐々に始まり、首筋が張る・肩がこるな



どの症状と共に、後頭部の鈍痛。痛みというよりも重い感じ、圧迫感、締めつけ感、何

かをかぶっている感じなども現れる。 

 

Q：性別：女性 

年齢：31歳 

ハンドルネーム：もえちゃん 

いつから頭痛がはじまったか：１年前 

質問内容：30 歳で出産し、その後から頭痛が始まりました。出産直後はなれない子育

てのせいと思っていたのですが、だんだんひどくなってきており、最近では、ズキズキ

する強い痛みや、吐き気がする時もあります。これってどこか悪いのでしょうか？まだ、

子供が小さく医者にもなかなか行けないので市販のノーシンを飲んでいます。 

このままほっておいても大丈夫でしょうか？ 

 

A：まず，片頭痛は妊娠可能年齢の女性に多く，妊娠中と授乳中の片頭痛治療をどうす

るか問い合わせが多いという背景があります。多くの（60～80%）片頭痛患者は妊娠中

（妊娠初期から後期に至るにつれ）には片頭痛発作の頻度が減少します．一方，前兆の

ある片頭痛は，前兆のない片頭痛に比べ軽減度が低いと報告があります．特に前兆のな

い片頭痛の患者さんは，分娩後は 1ヶ月以内で半数以上の患者で片頭痛が再発するとさ

れています．あたたは，出産後に頭痛を発症（初発＜おそらく再発）されています．出

産後にもとに戻った“前兆のない片頭痛”（もともと前兆のない片頭痛であった？）の

疑いが高いと考えます．どこが悪いか？（すなわち原因は）片頭痛の病態メカニズムは，

三叉神経血管系，脳幹部の下降性疼痛制御系と各種の神経タンパク（カルシトニン遺伝

子関連ペプチド）とセロトニンとその受容体（5-HT1B/1D 受容体），が片頭痛に重要な

役割をはたしているとされています．これらは，脳 CT や MRI では全く正の結果となり

ます．ノーシンは，アセトアミノフェンとエテンサミドとカフェイン水和物の複合製剤

です．まず，全ての消炎鎮痛薬は，根本的に片頭痛の原因（片頭痛脳への病態）そのも

のに対する効果はない（建物が火事と仮定すると、周りでバリケードを張っているに過

ぎない）とご理解して大きな間違いはありません。このまま放っておくべきではないと

考えます。近くの頭痛外来を受診することをお勧めいたします。子供さんをだっこした

ままでも，きっと要領よく（最小限の検査はあるかと思う）あなたの病状を診断し，適

切な治療を教えてくれるはずです。 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：27歳 

ハンドルネーム：ゆと 

いつから頭痛がはじまったか：はっきりと覚えていないが半年前くらいから 

質問内容：頭痛になるのか!?症状としては、いつも頭痛が始まると、必ず目がえぐられ

るように痛く涙が止まらなくなります。薬を飲まなくても数分でおさまりますが、とて

も気になります。病気なのでしょうか？ 

 

A：ある一定の時期（年に 1～2回）に片側の目の奥（眼窩、眼窩上部または側頭部のい

ずれか１つ）の部分をえぐられる重度～極めて重度の頭痛が 15～180分持続する。頭痛

と同側に鼻閉または鼻漏（両方）、瞼のむくみ、額や顔面の発汗、瞳孔が小さくなる（ま

たは瞼が下がる）、じっとしていれない（力が抜けず力む）。発作頻度は 1回/2日～8回

/日であり,頭痛発作が起こり始めると 1～2 ヶ月の間,連日のように群発するのであれ

ば群発頭痛（最強の頭痛性疾患）を疑います。脳の視床下部にある体内時計のプログラ

ムの不具合から，頭痛信号が定期的に内頚動脈に到達して，血管に炎症を起こすという

仮説があります。群発頭痛の患者さんは、片頭痛や緊張型頭痛と比べると、発作のひど

さ（麻酔なしで歯髄を削られる、10 トンのハンマーで連打される）の割には、発作期

間は恐怖に怯えますが、発作が無くなると、止まりました、とあっさりとした性格の方

が多い印象があります。れっきとした病気ですから、診断のためにも、発作を軽減する

ためにも、頭痛外来の受診をお勧めいたします。 

 

 

Q：性別：女性 

年齢：32歳 

ハンドルネーム：タナ 

いつから頭痛がはじまったか：20歳の時の交通事故の後から 

質問内容：20歳の時、車の助手席に乗っていて後ろから追突される事故にあいました。

擦り傷程度で大けがには至りませんでしたが、数か月たったころから肩こりや頭痛の症

状が少しずつ出るようになりました。整形外科を受診するとかるい鞭打ち首かもしれな

いと診断され 3 か月ほど通院しましたが、変化は無くそのままになってしまいました。

特に天気の悪い日になると頭痛がひどくなります。直す方法はありますか？ 

 

A：軽度（大けがではない）の頭部外傷には,まったく脳に影響がないと思われる外傷か

ら、軽度外傷性脳損傷まで含まれています。一般に受傷後 3ヶ月までは“急性外傷後頭

痛”とされ、それ以降、頭痛が外傷後に慢性化し持続性である場合には“慢性”を付け

て、“慢性外傷後頭痛”と呼ぶことが多いです。一般的に、頭痛は、頭や頚または脳の



外傷後に発現しやすい症状です。しばしば，めまい，注意・集中力の低下や,記憶力低

下，遂行実行機能（課題解決能力など）の低下といった認知機能・神経心理的症状と頭

痛、めまい、疲労感、動悸、不安・不眠、人格変化（もともとの楽観的な性格が，事故

後から心配性の性格になる；時として、抑うつテストでうつ状態（心理的要因が頭重感

を増幅させて難治性になる報告あり））を認めることもあります。このような外傷後症

候群は、その多岐に渡る症状のなかで、「頭痛」がその一つの特徴と理解した方が良い

と思います。国際頭痛分類では，一次性頭痛か，二次性頭痛か，はたまたその両方か？

が、明確にはされていない（分類できない）。これは，外傷による器質的因子と頭への

外傷という心理因子、さらには社会（法律）的ストレス因子、または因果関係の時間因

子、もともとの頭痛への影響因子とが複雑に絡み合っているため、理解や認識の難しさ

を物語っています。あまり詳しくない病院では,保険金がらみだと避けられることもあ

ると聞いたことがあります。なにより，患者側は正確に冷静に事実関係を伝える必要が

あります。そして，医療側は受傷の客観的状況を注意深く判断する必要があります。器

質的因子、心理因子、社会（法律的）因子、ストレス因子、因果関係の時間因子、もと

もとの一次性頭痛への影響のどの原因が大きいかの診断を受けることをお勧めいたし

ます。 



Q：性別：男性 

年齢：26歳 

ハンドルネーム：いち 

いつから頭痛がはじまったか：会社員になった 22歳の頃からかな？ 

質問内容：市販薬の「ナロンエース」を飲んでいます。会議中や取引先との商談中など

でひどい頭痛の時、続けて薬を飲んでも大丈夫ですか？また、食後に服用しないといけ

ませんか？ お酒を飲みながら飲んでも大丈夫ですか？ 

 

A：もともとは、片頭痛であった可能性が高いと考えられます。市販の鎮痛薬を長年多

用していたため、片頭痛に薬剤過剰服薬による頭痛が併発しているか、片頭痛が変容（変

化）してきていると思われます。たばこやアルコールも飲みすぎると健康を害すること

がありますし、最近は腰の痛みで鎮痛薬のコマーシャルがありますが“治らない時は病

院へ行こう”と注意を呼び掛けているのと同じことです（市販薬に過剰服用に注意と喚

起するべきことです）。基本的に消炎鎮薬は原因に対する治療効果（根本治療作用）は

ないと考えて間違いありません。むしろ、もともとの頭痛を変容させて慢性頭痛へとな

ってしまう、さらには怖いことに、頭の痛さだけではない様々な異常（めまい・ふらつ

き・冷え・消化管障害・腎機能障害・高血圧などなど）の副作用も現れるようになって

しまいます。一度専門医の診断を受けることをお勧めいたします。 

 

 

Q：性別：男性 

年齢：40歳 

ハンドルネーム：ケン 

いつから頭痛がはじまったか：30歳の頃から 

質問内容：10年ほど前から頭痛で悩んでいます。ロキソニンを服用しています。 

時々頭痛と共に、手足のしびれ・急激な眠気・脱力感が起こる時があります。薬の副作

用ですか？あまりひどい時はひと眠りするとだいぶ落ち着きますが、仕事中だとむやみ

に眠ることはできません。それらの症状が出るときは目の奥の痛み・充血もあるように

思います。ちなみに 10 年ぐらい前から仕事で、パソコンを使い始めました。原因はパ

ソコンですかね。仕事だからやめるわけにはいきませんが。 

 

A：幼少時に乗り物酔いになりやすかったでしょうか？あるいは今でもするのであれば、

かなりの確率で片頭痛と考えられます。2/3の患者さんには前兆がなく、生あくび・涙・

眼瞼の攣縮などの予兆の後に体動で悪化する（動かすと悪化する）ので静かにおそるお

そる立ったり座ったりしてやり過ごす、日常動作で首の後ろがギューッとこわばる、風

があたっただけで痺れる、目の奥や側頭部がどくどくする、涙が多量・充血もある、嘔



吐や立ちくらみ・力が入らず手がふるえる、腹痛（腹下りで急性腸炎と誤解される）・

冷や汗をかき場合によっては微熱があり風邪のだるさかも、そして、どっと疲れて横に

なる。パソコンで目の使い過ぎ・疲れや・ウイルス性の風邪のせいだったかと誤解する

方々が大勢いらっしゃいます。片頭痛は、ある意味で“人間の中枢である脳”のエルギ

ー欠乏状態が考えられています。本来自律的に機能するはずの自律神経（胃腸や体内時

計リズムなど）がくるってしまい、眠る（強い眠気ですぐ眠る、どっと長時間眠る）ほ

ど、身体の機能低下が生じます。まずは何が原因か？原因に対する根本的な治療を受け

ることをお勧めいたします。 

 

 



Q：性別：男性 

年齢：14歳 

ハンドルネーム：ずき 

いつから頭痛がはじまったか：昨年の 5月末頃～9月末頃まで、今年の 5月 24日～

現在も続いています。(6/5) 

質問内容：中学生ですが、昨年の同じ時期～頭痛が始まり、学校を休む事が多くなって、

10 月～は、学校に行けていたんですが、又今年の 5 月～ひどい頭痛で学校を休んでい

ます。朝頭痛で起きられず、午後 3時頃やっと活動出来る状態です。昼間寝てしまうせ

いで、夜なかなか寝られません。 

 今、頭痛薬をお医者さんから処方して頂き、ロキソニンを飲んでいますが、効かない

様子です。今後どう治療して行ったら良いのでしょうか？高校受験もあり、勉強ができ

ない状態で困っています。 

 

A：痛みや痛み以外の具合悪さを言葉に表すことの苦手な子供の場合には，片頭痛があって

も周囲が気づかないことが少なくありません。しかし，子供の片頭痛をたかが頭痛くらい

と軽くみていると，特に親が頭痛もちである場合は，子供が頭痛を訴えたり，不機嫌が目

立ってきた際に，早めに専門医を受診し，適切な治療を受けさせることをお勧めいたしま

す．小児・思春期には起立性低血圧が多く，小児の片頭痛の特徴として周期性症候群とい

って、不安や緊張したときに腹痛やめまい・動悸、さらに嘔吐を周期的に繰りかえすこと

があります．病院では、盲腸(虫垂炎)や腸ねん転などの腸疾患を疑われたりします．また，

小児科では、起立性調節障害は自家中毒だから大人になったら治りますよと言われること

が多いです．しかし，現実は，生活・学業や健康に支障を来す片頭痛に高率に移行するこ

とが解っています．また，起立性調節障害様の病状を呈する体位性頻拍症候群という病気

が隠れている患者では，体内時計がくるう（睡眠相が後退し朝に脳が起きない）ことや，

起床後の 14 時間後に眠る脳が働かない）ために、夜寝れない(脳が寝ない、昼集中できな

い)，行きたい学校にもいけないことになる可能性もあります。親に心配をかけないように

と辛さを表現しない子供の場合では，辛さをため込み、病状を悪化（慢性連日性頭痛）さ

せて不登校になったり，抑うつ状態になったりして，心療内科やメンタルの病気があるの

だと根本原因を間違えるような事態をまねくこともあります．このような（大人の片頭痛

の特徴が目立たない）特徴のある小児の片頭痛には頭痛専門医の受診が必要ではないでし

ょうか？小児の片頭痛の治療では，塩酸シプロヘプタジン(ぺリアクチン)などの抗セロト

ニン作用と抗アレルギー作用とも併せ持つ薬剤とアセトアミノフェン・（市販薬でない）イ

ブプロフェン（軽症）または，トリプタン(中等症以上)の適応であると考えます．もし片頭

痛である場合には，ロキソニンを始めとした消炎鎮痛薬は原因である脳への根本的な効果

はないと考えて大きな間違いはありません。頭痛外来で小児期からの診察をお勧めいたし

ます．学校環境(周囲の理解)家庭環境(痛みが無くなりさえすれば治るということではない



こと)を整えるために，担任・養護教諭やスクールカウンセラーとの連携が必要なこともあ

ります。 
 

 

 

Q：性別：女性 

年齢：32歳 

ハンドルネーム：ズキズキ 

いつから頭痛がはじまったか：30歳の頃（はっきり覚えてませんがたぶん、職場が

代わり住まいを引っ越しした頃から） 

質問内容：月に 1～2 回「ズキン、ズキン」と脈にあわせたような激しい頭の痛みがあ

ります。片側が痛む時や、両側が痛む時があり、時によっては片目にぎらつく光が走り、

目の奥からズキズキしてくることもあります。これって普通の頭痛ではなく、脳に異常

があるのでしょうか？とても心配です。 

 

A：片頭痛は，15歳ころから発症率が増加し，30歳台にピークがあります．性別では，

男性が 3.6%，女性が 12%と，女性が男性の 3.6 倍もの有病率です．片頭痛のタイ

プ別に有病率を見てみると、前兆のない片頭痛は男性が 2.1％、女性が 9.3％、

前兆のある片頭痛は男性 1.4％、女性 3.6％という調査結果が出ており，前兆

のない片頭痛が女性に多く見られることが分かります．前兆のない片頭痛は

月経との関連も指摘されており，片頭痛の病態に女性ホルモンの影響も考え

られています。あたなの頭痛は，ぎらぎらするジグザグする光（視覚前兆）がある頭痛

発作は月経前後と関連ないときには前兆のある片頭痛では？と診断します．（もし，月経

前後の片頭痛には前兆は認められないのではないでしょうか？）。片頭痛が日常生活に及

ぼす影響はいつも寝込むが 4%、時々寝込むが 30%，寝込まないが支障大が 40%と，実に

74％が日常生活に影響を受けています。とくに女性は男性に比べて、支障の度合いが

大きいという結果も出ています．これは、我慢してやりすごすことは難しいことを意味して

いると思います．片頭痛は脳ＭＲＩを撮っても異常がないのが特徴です．脳の CT や MRI

で異常がないのは，二次性頭痛といって、恐ろしい頭痛を除外したことにすぎません。

片頭痛の原因は脳にあります．あきらめずに原因である脳の治療をお勧めいたします． 

 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：28歳 

ハンドルネーム：ママさん 

いつから頭痛がはじまったか：27歳 出産後から 

質問内容：子どもを産んでから生理痛がひどくなり、生理が終わったら片頭痛が起こる

ようになりました。特に夏場はエアコンの部屋にいると余計頭痛が増えます｡対処法を

教えてください。 
 

A：多くの（60～80%）片頭痛患者は、妊娠中（妊娠初期から後期に至るにつれ）

には片頭痛発作（いわゆる‘生理痛’）の頻度が減少します。ライフスタイルの欧米

化や仕事の継続など不安要因が多いと、妊娠後にも片頭痛が減らない（または悪

化する症例もある）方もあり注意を要しますが、前兆のない片頭痛の患者さんは、

分娩後は1ヶ月以内で半数以上の患者で片頭痛（いわゆる‘生理痛’）が再発する

とされています。 
 
ママさんは、もともとの‘生理痛’と自覚されている症状が片頭痛である可能性が

高いと思います。月経（女性ホルモンの変動）前後は、片頭痛を起こす強い誘因で

す。生あくび・涙・だるさ・倦怠・首筋のこわばり・眼の奥のしぶさにきりきり・しくしく

する腹痛に吐き気を伴う月経時片頭痛や月経関連片頭痛の方々が多くいらっしゃ

います。 
 
一般に片頭痛は、風通しの悪く暑い部屋で悪化し、風通しのいい快適な空間では

悪化がすくないとされています。エアコンで余計頭痛が増えるのは、“寒冷刺激に

よる頭痛”（①外的寒冷刺激による頭痛、②冷たいものの摂取または冷気吸息に

よる頭痛）のうち、①に該当する頭痛が加わっている可能性を疑います。対応は、

もともとのいわゆる‘生理痛’を片頭痛として認識し、その誘因（月経前後や排卵期、

光・音・におい・味、乗り物、その他）と症状の特徴の経過をみて、適切な治療（予

防に適切なトリプタンに NSAIDs の併用など）を受けることをお勧めいたします。 
 

 

Q：性別：女性 

年齢：28歳 

ハンドルネーム：リンリン 

いつから頭痛がはじまったか： 頭痛歴 1年くらい 

質問内容：私は、頭痛が始まる前に前駆症状が必ずあるので、悪化する前にトリプタン

製剤を内服して対応しています。しかし、仕事中などでタイミングを逃すと薬が全く効



きません。そんな時は、どうしたらよいでしょうか？ 

 

A：片頭痛発作時のトリプタン服用に関しては、どのトリプタンでも発作開始からできる

だけ早期の服薬が効果的であることがさまざまな研究から確立しています。軽度の片

頭痛発作時や発作から 1 時間以内の早期にトリプタン服用がよいでしょう。強いお薬

だからひどくなるまで待って飲もうと我慢し、タイミングが遅れるとアロディニア（異痛

症）という脳が中枢感作に至っており、効果がなくなってしまいます。ところで、片頭痛

の前兆期や予兆期にトリプタンを服用しても支障はないですが、無効となってしまう可

能性があります。予兆とトリプタンの作用メカニズムとの関連は不明な点が多く、前

兆・予兆期のトリプタン服用は効果が乏しいと報告されています。さて、仕事・会議や

乗り物に乗車中で水がない場合には、ゾーミッグ RM(口腔内速溶)錠やマクサルト

RPD(口腔内崩壊)錠が、早期かつ軽症での服用に有用です。また、トリプタン服用前

や服用時に併用すると有効な制吐剤（ナウゼリン）にもナウゼリン OD(口腔内崩壊) 

錠があり、便利ですよ。 



Q：性別：男性 

年齢：45歳 

ハンドルネーム：クリンクリン 

いつから頭痛がはじまったか：ここ数年、夏になると頭痛が… 

質問内容：私はハウスクリーニングの仕事をしています。暑い日に室内で掃除をしてい

ると、のぼせて？だと思うのですが頭痛になります。頭がピリピリしてくるので休憩し

たり、お水を飲んだりすると治まる時もあるのですが、つい我慢してしまうとなかなか

治りません。どんな病気が考えられますか？ 

 
回答：もし，あなたが今回述べられている状況のみで起こる頭痛発作であれば，一次性労

作性（運動時）頭痛の可能性を考えます（念のため、頭蓋内の器質的な原因の除外と採血

も必要ですが…）．身体的な労作（運動）中または労作（運動）後にのみ誘発されて起こり

（その他の疾患によらない），例えば，短時間の労作（運動）で起こる重量挙げ頭痛は，そ

のサブタイプと考えることもできます．一方，運動時頭痛は，“身体の激しい運動を長く続

ける”ことで誘発される疾患とされ，治るのに時間がかかるのは，運動や労作による血管

拡張などに関連して起こり，一般には拍動性頭痛（若い患者では拍動性でないことも多い）

で 5 分～48 時間持続する頭痛とされていることが原因と考えます．高地や暑い気候（気温）

で起こりやすいと報告されています．一次性労作性（運動時）頭痛のはっきりとした病態

生理機序は，不明ですが，酒石酸エルゴタミンで予防できたという報告や，インドメタシ

ンは，多くの症例で効果が認められています．身体の激しい運動を長く続けすぎない，こ

まめに水分を取ることや，冷やすこと，さらには，労作（運動）前に予防することも考え

ましょう． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q：性別：男性 

年齢：14歳 

ハンドルネーム：中 3 

いつから頭痛がはじまったか：去年 5月末～ 

質問内容：中学 3年になる息子の事です。昨年の 5月末～ひどい頭痛で、学校を休むよ

うになり、ようやく昨年 10 月～また、学校へ行けるようになったのですが、また、今

年の 5月末～頭痛がひどくなって、学校を休んでいます。 

心療内科に通っています。低血圧があり、血圧を上げるリズミック錠 10 ㎎頭痛薬イン

フリーＳカプセル 200㎎を飲んでいます。血圧は 109ー68位になりますが、頭痛がすっ

きりなくなる訳ではないようです。朝が悪く、夕方 5時頃～活動出来るようになります。 

勉強をやる気が無く、困っています。また、10 月がくれば、学校へ行けるようになる

のでしょうか？心配です。 

 6才年上の兄も大学生ですが、高校 2年の 5月頃～頭痛で、学校を休みやっとの事で、

高校卒業し、大学へ進学しましたが、ずっと頭痛があり、大学も休みがちです。このま

まだと、社会へ出て働くことも出来ません。兄は、頭痛で、眠れば多少楽になるからと、

寝てしまうのですが、12 時間寝ても、よく眠れたという感じがない様です。頭痛の予

防薬や、偏頭痛の薬も飲んでいますが、よくなりません。兄弟で似ているのでしょうか？

どうしたらいいのか困っています。 

 

A：頭痛を専門にしている立場で診療していると、幼少時に血圧(数値)が低かったがた

めに“朝に低血圧で身体が起きないのだ”と‘昇圧薬’を内服して、てき面に慢性悪化

している症例を多く経験します。ところで、脳の血流循環は、脳血管の自動調節能(脳

の血管は「脳血管の自動調節能」という働きを持っています)や恒常性(その内部環境を

一定の状態に保ちつづけようとする傾向)によって頑丈に守られています。したがって、

脳内環境は腕で測る血圧(数値)変化の影響をほとんど受けず、症状も気がつきにくいの

です。例えば、スポーツ選手がかなりの低血圧(数値)でも肥満者が高血圧(数値)でも

無症状であり、頭痛(頭重も)がなく、息子さんのような片頭痛患者にみられやすい腹

痛・乗り物酔い(ふらつき)・起床困難や不眠(体内時計の異常)も来しません。血圧の

数値に一喜一憂しすぎるのは、体温が 35。5℃でいつもより低いので病気でしょうか？

と気にしすぎることに似ています。本来、体温や血圧は、まさに『自律』して十分にコ

ントロールされているもので、むやみに介入するべきものではありません。したがって、

起立性調節障害治療によく投薬されるミドドリンなどの交感神経刺激薬(リズミックも

類似成分で末梢交感神経のノルアドレナリンを増加させて神経の伝達を介して、血管系

(α刺激作用)や心臓系(β１刺激作用)に働いて血圧を上昇させる)は、片頭痛の上記､

随伴症状(自律神経症状)と体内恒常性やサーカディアンリズム(体内時計など)の両方

を悪化させることが多いです。但し、厳密には、ヘッドアップティルトテーブルテスト



(ベッドで頭位を上げて、血圧の下降と脈拍を診る検査)で、体位性頻拍症候群や起立性

調節障害の病態の関与に関しての診断も必要です(実際には、起立して血圧の変動と脈

を測り臥位と比べることでかなり解ります)。ところで、病歴と家族歴をみますと、息

子さんは、小児期には(起床時に多い頭痛で僧帽筋の凝りと圧痛、刺激による疼痛が、

体位変換による脳血流低下やノルアドレナリン過剰反応性などとされる病態)、『小児起

立性調節障害』であった可能性も否定できませんが、ここ数年の病状は、典型的な片頭

痛が根本で自律神経症状が強度となっている可能性が高いのでは？と考えます。したが

って、夜はゲームやテレビは 22 時で止め、朝早く起きて、日の光にあたり、手足を動

かし(体内時計を朝にスイッチを入れる。すると眠りのスイッチが 14 時間後に入るよ

うになる)、スナック菓子やコーラや過量なカフェインを控える。そして、毎日の朝食(果

物やヨーグルトでも可)で小腸の機能を高め、消化管のセロトニン神経を丈夫にし、セ

ロトニン神経の不安定性を是正する。一方、一度セカンドオピニオンを「頭痛外来」で

受けることをお勧めいたします。昇圧薬を漸減中止し、トリプタンの適応の有無まで診

断を受ければ、改善する可能性が高いと判断いたします。子供の慢性頭痛は、一度良く

なると、それまで悪かったことが不思議なくらいすっかりと良くなることを経験してい

ますのであきらめないで治療を受けてほしいと思います。片頭痛はもともと脳の過興奮

性という遺伝的素因があることが多数報告されております。お兄さんも類似した原因の

疑いがあります。 

 

Q：性別：女性 

年齢：48歳 

ハンドルネーム：そろそろかな 

いつから頭痛がはじまったか： もう 8年くらいです。 

質問内容：頭痛クリニックに通っています。その病院の先生には、片頭痛はホルモンと

関係しているから閉経後は軽くなってくるので、それまではうまく付き合うしかないよ

って言われました。始めは真面目に通院していたのですが、最近は、ひどい時だけクリ

ニックに行ってます。 

頭痛のタイミングは生理の前後や排卵日の前後です。ひどい時は吐いてしまうほどで、

耐えがたいほどの眠気に襲われ半日寝込んでしまうこともあります。 

そろそろ年齢的にも閉経かな？と……本当に頭痛って軽くなるのでしょうか？ 

生理不順のため、いつどこで起こるかわからない頭痛の為に絶対薬を持ち歩いています。

突然、頭痛が始まったらと思うと、怖くて遠くまで旅行にも行けません。予防方法があ

れば楽なのにと思います。 

 

A：一般に片頭痛は閉経により 2/3 は治ると報告されていますが、閉経後も治らない場

合やむしろ増悪する場合もあります。それは、片頭痛によりサーカディアンリズムが乱



れ、健康な生活が阻害されていたり、結果として多い発作を我慢していて脳の興奮性が

高いままだったり、更年期になって高 FSH(follicle-stimulating hormone; 卵胞刺激

ホルモン)血症による様々な症状(いわゆる更年期障害)やソーシャルなファクター(親

の介護・夫の社会立場の変化・子供の社会進出など)が影響する場合があるからです。

ご自身の頭痛ダイアリーをもう一度見直してみることを勧めいたします。ダイアリーを

つける場合に基礎体温をつけて、排卵日と月経日を予想しておくことも有効です。自分

は前後かなと思っていても、基礎体温付のダイアリーを見直し、もし、月経第１日目が

多いと分かると、その２日前からの予防療法(NSAIDs や COX-2 阻害薬・比較的半減期の

長いトリプタン製剤)を試す価値(片頭痛が来ない、または仮に予想通り片頭痛が始まっ

ても軽く済む、重症度が軽く吐かない、持続が短く翌日はすっきり、トリプタンの効き

目が良好になることがあるので)はあると考えます。また、そもそも月経時および月経

関連片頭痛は、特に、重症度が高く、持続時間も長く随伴症状も強度(吐くか寝込むま

で治らない)であることが分かっていますので、急性期治療にトリプタンに NSAIDa(ブ

ルフェンなど)を併用すると有効性が高まることも分かってきています。 

 



Q：性別：女性 

年齢：52歳 

ハンドルネーム：ことちゃん 

いつから頭痛がはじまったか： 最近 

質問内容：後頭部からこめかみにかけて頭痛の症状がここ数日間続いています。動くと

すごい汗がでて、頭がボーっとなります。微熱もあります。熱中症じゃないの？と家族

に言われましたがそうでしょうか？もともと肩こりはひどいのですが、今はパンパンに

なっていて首を回すと痛いぐらいです。何か別の病気でしょうか。 

 

回答：まず，最近になって現在の症状（微熱と異常発汗と首がパンパンに張る、ボーっと

なる）が，急に発現した（かつ 50 歳以降の初発）のであれば，特に二次性頭痛（頭痛持ち

でない頭痛）の鑑別が，何より重要です．脳画像や器質的病変や採血検査での炎症反応や

感染症の検査をお勧めします．また，暑い季節（夏）による脱水傾向により，（潜在的な脳

脊髄液減少があったと仮定すると）低髄液圧性の頭痛が顕在化した可能性も考えますし，

たとえ高熱でなくとも動くと悪化することから，髄膜炎や髄膜脳炎も否定できません．頭

痛外来や神経内科にて起立性（起立や座位で悪化する）頭痛なのか？髄膜刺激徴候の有無

の診察を受け，脳脊髄液検査が必要となうる可能性も予想されます．一方，微熱に疲労が

持続したり，体重減少もある場合には，慢性疲労症候群も視野に入れつつ，全身性疾患（筋

疾患，感染性疾患，内臓疾患など）も否定する必要があります．また，最近になる前には

（既往として），一次性頭痛である生あくび、頚凝りと悪心を伴う片頭痛がなかったか？つ

いつい市販薬（消炎鎮痛薬や抗生剤）を連用していなかったか？（連用すると肝障害や腎

障害や血液障害を来す可能性がある，体力や免疫機能が落ちていなかったか？），近くに神

経内科がなければ，一般の脳外科でもよいですが，ぜひとも急いで「頭痛外来」，または「神

経内科」の受診が必要と考えます． 

 



Q：性別：女性 

年齢：30歳 

ハンドルネーム：アラサ～ 

いつから頭痛がはじまったか：20歳後半～ 

質問内容：20 代後半からときどき頭痛に悩まされています。変な話、私は週末になる

と頭痛になります。まして今日は何もなくリラックスできるぞ～と思うと朝からずきず

きと始まります。一般的には会社などのストレスなんかでおこるのでは？ 先日、心配

になり病院で、頭部ＣＴやＭＲＩ検査を受けてみました。別に異常はありませんでした。

その時、お医者さんがあなたの頭痛は「週末偏頭痛」だと思います。と言われ「寝過ぎ」

で誘発されていると指摘されました。でも休日の睡眠時間はふだんより１時間程度多い

だけで寝すぎだとは思わないのですが？ちなみにふだんと同じ時間帯にしても、週末偏

頭痛はおこります。他に何か原因がありますか？ 

 

A：片頭痛には数々の誘因や誘発因子が知られています。誘発因子としてライフスタイ

ルが影響します。ストレスや精神的緊張および疲労は、強く影響します。また、約 40%

の片頭痛患者において、食事を抜くと片頭痛発作が誘発されることが報告されています。

寝過ぎは食事を抜く状態ともなります。また、睡眠不足と睡眠過剰も疲労と同様に誘発

因子です。なお“寝過ぎ”は単独で誘因となります。週末に起こりやすいのも片頭痛の

特徴です。平日というのは、交感神経を緊張させ脳にストレスがかかり続けるのに対し、

週末は、脳の交感神経緊張状態から解放され、副交感神経が優位になることを意味し、

片頭痛を誘発するためです。週末には、寝過ぎても寝過ぎてなくても片頭痛が起こる原

因と考えます。頭痛外来では、週末だけに予防療法を行うことがあるくらいです。 

 

Q：性別：女性 

年齢：45歳 

ハンドルネーム：ママさん 

いつから頭痛がはじまったか： 中学２年生 

質問内容：中学２年生の息子の相談です。夏休み宿題もろくにやらず部活サッカーとス

マホゲーム三昧でした。昼間は学校でサッカー練習、夕食後は、自室にこもってスマホ

ゲームにはまってます。多分遅くまでやっているのでは？ 9月から学校が始まるので、

そろそろ朝起き練習と思い、朝起こしに行くと頭痛がして起きれないと言います。夏休

み中、炎天下で激しいスポーツのせいかな？ゲームのやりすぎってこともありますか？ 

市販の薬で様子を見ていますが、ほっておけば治るでしょうか？ 

 

A：ご両親のどちらかが片頭痛であれば、息子さんも片頭痛の可能性が高いと考えます。

光・音・におい・味などに敏感で乗り物酔いしやすく、嘔吐（腹痛や悪心）を伴う不機



嫌症状があれば、片頭痛の可能性がより高くなります。ただ、小学から中学生の片頭痛

は、成人の片頭痛らしくない点があります。運動会やクラブ活動の後にほっと一息つい

てやれやれとする間もなく、どっと疲れたと寝込んでしまったり、それほど頭痛を訴え

ない割に、嘔吐（腹痛や悪心）や下痢などが強いこと、動くと悪化する（特に起床時）

ことが多いです。たとえ痛みがあっても成人の片頭痛のズキンズキン痛むよりも頭の締

め付け感（緊張型頭痛様）が強いです。また、成人の片頭痛は週末多いのですが、子供

の片頭痛は、週半ばに起こりやすく週末にはケロッと元気になることもあります。その

反対に学校に登校中、歩行しながら頭痛と悪心が増強する、屋外や屋内での体育の授業

中にめまいや頭痛とだるさや微熱を訴え、保健室に行くことがあり、お腹の風邪だとか、

身体が弱いだとか、登校拒否と誤解を招く心配さえあります。一度、頭痛外来の受診を

お勧めいたします。小児の片頭痛においては、頭痛の誘因を知ることが第一です。そし

て、その誘因を避けることです。また規則的な睡眠・食事・運動・認知行動療法やスト

レス治療などの非薬物療法が進められますし、片頭痛は小児においても、生活支障度が

高い場合は、薬物治療が必要となります。 

 



Q：性別：女性 

年齢：25歳 

ハンドルネーム：ちかちゃん 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：最近、気が付いたことなのですが、いつも同じお客様が来ると頭痛が起こる

ような気がします。60 歳位の男性で、結構きつめのコロンを付けています。広めのオ

フィスだと思うのですが、中に入ってくると誰が来たかすぐ分かるぐらいプ～ンと臭い

ます。そのコロンの臭いをかいでると頭痛が始まる気がするのですが、こんなことあり

ますか？偶然なのでしょうか？ 

 

A：偶然ではないと思います。同じお客様が頭痛を起こしているのではありませんが、

お気づきの通りコロンの‘におい’が誘因になっていると考えます。片頭痛患者さんは、

片頭痛の診断基準にあるように光や音の過敏は有名ですが、におい・味などにも過敏で

あることが知られています。‘におい’は、“嫌な臭い”でも“良い匂い”でも過敏で興

奮しやすい脳が特徴の片頭痛の患者さんには、片頭痛発作の誘因となりやすく、約 1/3

ぐらいの確率で誘発するという報告もあります。一方、最近から頭痛が起こったのでは

なく、もし、あなたが、片頭痛を生理痛だから…と市販薬や頭痛ぐらいで病院に行かな

いで、辛抱強く？長年我慢していたと仮定しますと、片頭痛をこじらせている疑いがあ

ります。頭痛外来では、慢性化した片頭痛の患者さんに光と音の過敏と同程度に匂いの

過敏を生じてしまっている患者さんもよく経験することがあります。匂い（嗅覚）は、

特に密接に脳と関連している（①前頭葉や帯状回：性格がきつくなる、イライラするな

ど。②嗅神経と辺縁葉（海馬という記憶・記銘の入り口神経があるところ）とは神経線

維連絡がある）ことが知られており、こだわりが強く、イライラする性格になり、記銘

力や集中力が下がり、仕事の効率が低下している症例もお見受けいたします。お近くの

頭痛外来での診察をお勧めいたします。 

 

 

Q：性別：女性 

年齢：32歳 

ハンドルネーム：ズキズキちゃん 

いつから頭痛がはじまったか： 20代後半頃から 

質問内容：私は今の会社に勤めるようになってから頭痛持ちになりました。多分、仕事

でパソコンを触っている時間が多いからではと思っています。会社のない週末におこる

「片頭痛」タイプです。チョコレート、チーズ、ハム、ヨーグルト、赤ワインなど片頭

痛を誘発するといわれる食品の、取り過ぎに注意とネットで書かれていたのを読んだの

ですが、どのくらいなら食べてもいいのでしょうか？チョコレート、チーズ、ハム、ヨ



ーグルト、赤ワインは、私の好きなものばかりで毎日何かしら食べている気がします。

食事に気をつけるだけでも頭痛は治るのでしょうか？ 

 

A：片頭痛患者さんの約75%には何らかの発作の誘発因子があると報告されています。そ

の中で片頭痛発作と食べ物の関連性はありますが、ご記載になっている食事を止めただ

けでは頭痛を治すのは難しいと考えます。すなわち、片頭痛の誘因ではりますが、単独

で片頭痛の原因とはならないのです。 

片頭痛は、特殊なイベント（身体的または精神的ストレス）や空腹（極度な空腹、朝食

を抜く、無理なダイエットなどをして身体にダメージを与えるなど）では、高い確率で

発作を起こします。しかし、全ての片頭痛患者さんで、誘発因子（赤ワインにはアルコ

ールとポリフェノールには血管拡張作用があるため）、チラミンなどを代表とするアミ

ンを含む食物（チーズ、チョコレート、柑橘類、ナッツ類）の単独では、片頭痛発作は

誘発されません。さらに、一人ひとりの片頭痛患者さんにおいて、一つの誘発因子が常

に発作を起こすことはまれであることも解っています。時には、誘発因子が片頭痛の治

療になることもあります。例；糖分補給程度の少量のチョコレートや片頭痛になり始め

の少量のカフェイン摂取など。しかしながら、同時に複数（2つ以上）の誘発因子に暴

露されると片頭痛発作を起こす確率が明らかに高くなります。例えば：乗り物（電車や

船など）で赤ワインを飲む。規則的な食習慣（一食抜くことをしないことが、誘因とな

る食物を避けるよりも片頭痛発作を起こさなくするには有用）何より重要です。 

 



Q：性別：男性 

年齢：15歳 

ハンドルネーム： 中３ 

いつから頭痛がはじまったか：３ケ月前ころから 

質問内容：中学 3年男子の母です。脳脊髄液減少症について教えてください。幼稚園～

小学生はクラブチームで、中学ではサッカー部とサッカー歴１０年になるのですが、ヘ

ディングのやり過ぎで脳脊髄液減少症になりますか？最近、よく頭が痛いと言うように

なったのですが心配です。どこに相談すればいいのでしょうか？ 

 

A：脳脊髄液減少症は、なんらかの原因で髄液が入っている脳脊髄腔から髄液が漏出し、

脳脊髄液が減少して、大脳・小脳・脊髄などが下垂し、頭痛だけでなく中枢神経系・自

律神経系・循環器系・感覚系・免疫系・消化器系、その他に倦怠・易疲労など多彩な症

状が現れる病態とされています。しかし、脳脊髄液減少症が知られるようになってまだ

10 数年程度であり、原因やメカニズムが明らかになっていないことが多いのが現状で

す。一般にヘディングで髄液が漏れることはなく、やり過ぎでも脳脊髄液減少にはなら

ないものと考えます。 

お子様の症状ですが、起きていると頭痛（起立性頭痛）があり、めまいや吐き気を伴い

ますが、横になると一連の頭痛症状が軽減する場合には、脳脊髄液減少症が疑われます

ので専門医に診てもらうことをお勧めします。起立性頭痛では、脳脊髄液減少症（脳脊

髄液漏出症）と体位性頻脈症候群（体位性頻脈症候群は頭痛やめまいの合併が多く、鎮

痛薬の効果がないことが多い疾患）の鑑別も必要です。当時のあのヘディングで脳脊髄

液が漏れたのではないか？という不安がストレスとなり自律神経（交感神経）を緊張さ

せて頭痛症状が強くなることもありますし、くしゃみだけでも髄液が漏れるとも言われ

ています。また、脱水や低気圧で髄液が減るなど様々の誘因も報告されています。小児

の脳脊髄液減少症は、起立性障害・適応障害・線維筋痛症・片頭痛の鑑別が必要です。

症状が良くなったり悪くなったり長期に及んでいる場合には、脳脊髄液減少症も疑うこ

とになります。可能性のある各種頭痛性疾患に関し、頭痛外来での診察と検査をお勧め

いたします。 

 

Q：性別：女性 

年齢：22歳 

ハンドルネーム： 

いつから頭痛がはじまったか： 20歳から 

質問内容：PMS(月経前症候群)を軽減するために低用量ピルを服用するようになってか

ら頭痛が起きるようになった気がします。生理の終わり間際(休薬 5日目頃)に片頭痛に

なります。毎回ではありませんが、結構きついので、対処法があったら教えてください。 



A：お困りですね。まず、応急的な対応として(あくまでも紙面からの推察ですが)、低

用量ピル服用に伴う頭痛は、投薬(服薬)方法によっても頭痛に対する影響度が異なると

報告されています。頭痛がプラセボ(偽薬)か休薬期間でより起こりやすいのです。した

がって、低用量ピルを連続投薬(服薬)する方法や休薬期間中にエストロジェンを補充す

る方法などが考えられます。次に、根本的な対応として、そもそも片頭痛は性成熟期女

性では頻度が高く(12.9%)、それらの方々が避妊(ホルモン避妊法は最も効果的な避妊法

の１つとして確立)のほかにも婦人科疾患(月経前症候群・子宮内膜症など)や皮膚科疾

患の治療目的として、エストロジェンとプロゲスト―ゲン配合剤である結合型低用量経

口避妊薬の服用を考慮される場合も多いと思います。つまり、若年女性での婦人科疾患

(月経前症候群・月経困難症・子宮内膜症など)の治療の第一選択は長期使用が可能で副

作用の少ない低用量ピルで治療を受けることが多いと思われます。しかし、ピルは前兆

のある片頭痛患者の脳梗塞リスクを高める可能性があり『慢性頭痛診療ガイドライン』

では、ピルの服用は前兆のある片頭痛では原則禁忌、前兆のない片頭痛でも慎重投与と

明記されています。したがって、子宮内膜症を共存する片頭痛患者さんへの対応として

妊娠機能の温存目的に低用量ピルが投薬されてる場合は、継続したほうがよいでしょう。

しかし、前兆を伴う、あるいはその他の脳梗塞のリスク因子(肥満・高血圧・喫煙など)

を有する場合は、黄体ホルモン製剤(ジェノゲスト)など別の方法を選択するべきとの報

告もあります。子宮内膜症患者さんの約 4割に片頭痛が認められたとする本邦の報告や

片頭痛患者さんには約 2割に子宮内膜症が認められたとする海外の論文があり、片頭痛

と子宮内膜症とは、ひとりの患者に共に存在する疾患で“共存症”と考えるべきとする

意見もあります。 

ぜひ、頭痛外来を受診し、あなたの婦人科の先生との水平連携（専門医同士の横の連携）

によりお困りの症状の原因を診断し、適切な治療を受けることをお勧めします。 

ご参考までに（日本国内には婦人科専門医で頭痛専門医の先生は 2名しかいないようで

す:日本頭痛学会認定頭痛専門医一覧より） 

http://www.jhsnet.org/ichiran.php


Q：性別：女性 

年齢：23 歳 

ハンドルネーム： ヨッチ 

いつから頭痛がはじまったか：20 歳過ぎた頃から 

質問内容：私は生理不順ですが、生理になる前、必ずと言っていいほど頭痛が始まりそろそ

ろだと分かります。頭痛はいつも左側だけで、目の奥から始まってこめかみ、奥歯がウズウズ、

肩がパンパンで痛い、吐きそう！頭の左半分取り外したい～～！となり、生理がきてピタッと

頭痛は止まり、生理痛に変わります。毎回ほぼこのパターンです。頭痛が始まると近所のクリ

ニックで処方してもらったトリプタン製剤を飲んでいます。 

最近、薬が効かない？痛みが治まらない時がある？のですが、薬を増やすと薬漬けになりそ

うで怖いのですが、薬以外で痛みを治す方法はありませんか。 

 

A：あなたの生理になる前に繰り返し起こる頭の痛さだけではない様々な症状は脳

に原因のある片頭痛と考えます．月経（エストロジェンという女性ホルモンの変動）

前後は、片頭痛を起こす強い誘因です。生あくびから始まり、目の周囲筋肉のぴく

つき、強い倦怠、頸や肩の筋のこわばり、眼の奥のずきずき、歯などいずれも三叉

神経の領域です．一方、頭痛が収まった後に‘生理痛’とおっしゃられているのも

片頭痛に関連する消化管症状（きりきり・しくしくする腹痛に吐き気を伴う）で月経

時片頭痛や月経関連片頭痛の方々が多くいらっしゃいます。月経以外の誘因（月

経前後や排卵期、光・音・デパ地下などのにおい・味、乗り物、人込みなどの風通

しの悪く酸素の薄いところ、空腹（不規則食事）などの環境不快ストレスが誘因とな

っていないかを見直してみましょう．そこで片頭痛になり始め（軽度でなく早期）に、

トリプタンや制吐剤さらにはトリプタンと NSAIDs との併用をすることをお勧めいたし

ます．また、片頭痛回数が多い（月に２回以上または６日以上）・一度の発作時間

が長い・急性期トリプタンの効き目が悪いなどの場合には、『慢性頭痛の診療ガイ

ドライン 2013』を参照にし，予防薬も考慮します．結果的に片頭痛の支障度が下が

り，薬を飲む回数も減じることができると思います． 

 

 

 

Q：性別：女性 

年齢：42 歳 

ハンドルネーム：アラフォーママ 

いつから頭痛がはじまったか： 1 か月前から急に頭痛が～～ 

質問内容：ある雑誌でよい睡眠は枕からと言う記事を読み、肩こりもあるので枕を新しくしまし

た(いままでのよりちょっと固め)。それが原因なのでしょうか？ 



最近、朝から頭痛と肩こりに悩まされています。夫は枕があってないのではと言うのですが、

枕のせいで頭痛が起こるのでしょうか？  

 

A：あなたの場合は、50 歳以下ではありますが、最近になって急な頭痛が起きた（悪化した）ので

あれば，念のために二次性頭痛（頭痛持ちでない頭痛）の鑑別を脳画像や器質的病変や採血検

査での炎症反応や感染症の検査を一度受ける必要があります．二次性頭痛が否定されましたら、

もともと一次性頭痛である生あくび、頚凝りと悪心を伴う片頭痛がなかったか？無理な姿勢やスト

レスの多いライフスタイルになっていないか？ついつい市販薬（複合配合の市販薬・ロキソニンな

どの消炎鎮痛薬の連用やカフェインの多飲（コーヒー以外の茶やドリンクも多くなかったか？）を連

用していなかったか？枕や首の襟、頭を櫛でとく、腕時計など頭や首さらには上半身・腕などに巻

き付くもので、通常は感じない刺激でぴりぴり・ジンジンとする不快なしびれを伴う拍動性（ドクド

ク・ずきずき）や頸から顔の筋肉のこわばりがあるのでしたら、片頭痛に関連するアロディニア（異

痛症）の疑いもあると考えます．アロディニア側を下にして痛みが悪化し眠れなくなる患者さんをお

見受けいたします．また，アロディニアの症状を伴う片頭痛の方はトリプタンの効き目が悪いこと

が解ってきています．頭痛外来での診察をお勧めいたします． 

アロディニア（異痛症）：＜頭皮アロディニア＞繰り返す片頭痛で脳が過敏になり，通常は痛くない刺激を痛みと感

じること．例えば，顔に風が当たるとしびれていたい、眼鏡やイヤリングが不快、頭皮にくしやブラシが痛くて使えな

い、髪を結えない．＜頭蓋外アロディニア＞さらに脳が過敏になると頭皮や顔だけでなく、腕時計、シャツ、ベルト

や靴下もきつく感じる． 

 



Q：性別：女性 

年齢：32歳 

ハンドルネーム： とも 

いつから頭痛がはじまったか：数年前から 

質問内容：数年前より、美容室で髪を洗ってもらう時に、決まって貧血のように、めま

いがし、気分が悪くなります。その症状が起きてから、数日ズキズキと頭が痛くなった

り、片側だけ頭皮を触ったりすると、ヒリヒリと痛みが出たりします。すごく肩こりで、

両肩ともパンパンです。２年前には突発性難聴と診断され治療しましたが、今でも耳鳴

りや頭痛があります。私の症状は、どのようなものなのでしょうか。治療が必要でしょ

うか。よろしくお願いします。 

 

A：繰り返し（反復性）に起こる脳の症状が特徴の片頭痛の可能性が高いと考えます。片頭痛は、

“片側の頭が痛い”という痛さの症状名ではありません。もって生まれた脳の興奮性が高い体質

（遺伝）が原因であることが解ってきています。片頭痛は光・音過敏が有名ですが、実は、高率に

臭い過敏（脳にとって不快な臭い）もあることが特徴で、また、無理な姿勢もトリガーとなるとされて

います。さらに、環境変化（室温や湿度、慣れない上着を着る、ほこり、美容室特有の臭い、鏡の

光照り返しなど）、待ち時間（ストレスと空腹による血糖の低下）の影響がトリガーとなっている可

能性が高いです。また、肩とはショルダー（shoulder）ですが、あなたが“肩こり”とおっしゃっている

のは、片頭痛に高率に認められる（ショルダー；shoulder よりも、きっとネック；neck 領域の）頸から

僧帽筋（頸髄領域と三叉神経の頸髄の枝とが密に交わっている）の圧痛ではないかと思います。

さらに、耳鳴りは聴覚過敏に関連した（音が煩わしく感じる、聞こえづらい）所見の可能性もあると

考えます。また、頭皮のひりひり痛みは、三叉神経の痛覚閾値が変化した異痛症（アロディニア）

の可能性を考えます。 

アロディニア（異痛症）：＜頭皮アロディニア＞繰り返す片頭痛で脳が過敏になり、通常は痛くない刺激を痛みと感

じること。例えば、顔に風が当たるとしびれていたい、眼鏡やイヤリングが不快、頭皮にくしやブラシが痛くて使えな

い、髪を結えない。＜頭蓋外アロディニア＞さらに脳が過敏になると頭皮や顔だけでなく、腕時計・シャツ・ベルトや

靴下もきつく感じる。 

 

 

 

 

 

 



Q：性別：男性 

年齢：30歳 

ハンドルネーム：会社員 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：最近、仕事でよく九州に出張します。移動は飛行機です。どうも私は飛行機

との相性が悪いようで、飛行機に乗ると決まって頭痛が始まります。これから商談と言

う時に頭痛だとテンションがさがります。何か良い対処方法があったら教えてください。 

 

A：もし、あなたが飛行機に搭乗した状況のみで起こる頭痛発作であれば『飛行機頭痛』（念

のため、頭蓋内の器質的な原因の除外と採血も必要ですが…）と診断します。国際頭痛分

類ではホメオスターシス（内部環境を一定に保つ機能）障害による頭痛のなかに『飛行機

頭痛』が明記されています。飛行機の機内は、圧を与圧はあるものの地上より気圧は減じ

られます。この減圧によって鼓膜内側や鼻・副鼻腔内の空気が膨張拡張し行き場を失って

しまいます。この拡張した空気が粘膜の三叉神経を刺激し、頭痛発作を発現します。一種

の「真空による頭痛」：真空で膨張するペットボトルのような原理とも言えると思います。

飛行機搭乗時の特に約 90%が着陸時に片側前頭部から眼窩周辺の激しい頭痛で、激しいな

がらも群発頭痛のような随伴症状、流涙、鼻汁、結膜充血は一般に伴いません。搭乗する

とたまに生ずる例からいつも生ずる例まで多様とされています。本質的にはそれほど悪い

病気とはされていません。搭乗前(約 30 分前)に、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）の

服用が予防に有効とされています。頭痛外来で処方してもらいましょう。 

 



Q：性別：中学生 女子 

年齢：13 歳 

ハンドルネーム： ターコイズ 

いつから頭痛がはじまったか：2014 年８月３日～ 

質問内容：中学一年生の娘の母です。娘は、運動も大好きな活発な女子です。小学生時代

はバスケットをしておりました。中学に入り、とても練習量のハードな部活のバレーボー

ルを自分で決め入部しました。 

覚悟していたとはいえ、予想以上の練習量。朝練から毎日７時までの夜練。 

土・日曜も 1 日練習で、疲れもピークを迎えた時の 8/3 に部活中、体育館で頭痛と吐き気

の熱中症でダウンしてしまいました。 

次の日は丸一日休みましたが、頭痛と吐き気がおさまらなく、それでも次の日からは部活

に参加し、病院に行きました。食欲がなく、体重が３キロ落ちたので点滴をし、部活を見

学したりしました。ダウンした日から、一日中続く慢性頭痛が始まりました。クリニック

から総合病院へ～小児科や神経内科～CT、MRI、血液検査は異常なし。特に薬は処方されず

全く変わらないので、又、違うクリニックへ。鍼灸整骨院や心療内科へ。心療内科では、

強い薬が処方されると怖いのでカウセリングと漢方薬を希望。 

初潮が 5/15から全く止まり、ホルモンバランスが崩れ自律神経が狂い、環境も一気に変わ

ったのが原因と思われるが、毎日部活中も授業中も、寝る寸前まで頭痛に悩まされていま

す。可哀想でなりません。今となっては薬も、気休めで飲んでいる状態で、全く効果があ

りません。 

①コカール、ナウゼリン。②ロキソマリン、レバミビド。③ゾーミックＲM。④メトロジン。

⑤ジヒデルゴッド t。どれも２週間ずつ飲み、効かずにいます。病院に行っても変わらない

ので、娘は諦めています。こんな状態でも、部活を休みたがりません。一年生でもあるし

部活を休む事は、人間関係も崩れてしまうし、頑張ればバレーも上達し試合にも出させて

もらえる希望もある。基本、本当に真面目な子で、曲がった事ができません。 

総合病院は、病気じゃ無いから、神経質に考え込まなければ治ると、向き合ってくれない

し、親として毎日が悔しくて仕方がありません。心身共に、元気で笑顔のある娘を取り戻

したい。食欲は旺盛ですので、毎日バランス良く楽しい食卓になるように心がけています。

娘が部活から帰宅し、頑張ったねと温かく迎え安らぐ様に努めています。が、変化はあり

ません。本当に、家族中で悩んでいます。どうか娘を助ける手段は無いでしょうか。 

 

A：娘さん、ご心配ですね。まず、最初に検査に異常のないことを病気ではないという先生

を受診するのはすぐ止めるべきですね。画像や検査は、命に関わる原因の二次性頭痛を除

外したに過ぎません。片頭痛とはもともと脳の過興奮性という遺伝的素因があることが分

かっていますが、検査で異常がないところが特徴で、ここからがスタートです。さて、結

果としてさまざまな脳の症状（倦怠・吐き気・頭の痛さなど）を起こしたトリガー（誘因）



と脳の症状の強さ・長さ・支障度と、治療薬（何を飲んでどうだったか？）を頭痛ダイア

リー

（頭の痛さだけではない脳症状日記） に書いてみることをお勧めいたします。これだけで

も、娘さんの脳の状態が把握でき、辛い状態から改善する可能性が格段に高まります。さら

には天気・気温や生理(月経)・体温との関連（高体温後の生理-１日目が多い？外気から室

内に入った後？）、学校やクラブのイベントとの関係（緊張の後？）、起立時かつ夕方の頭痛

（脳脊髄液減少の可能性）、曜日との関係(平日の午前に多い？)や、食事の時刻との関係(空

腹時か否か)を客観的に記録してみて、起こり方（急かあくびの予兆ありか？）や、回数、

平日登校時に起こる？暖房の効きすぎた風通しの悪い部屋の環境、ブルーライト（テレビだ

けでなくスマホやゲーム）の多さなどライフスタイルを見詰めなおしてみましょう。幼少時

からの性格(セロトニン気質)や脳の特徴(自家中毒症状があったか？乗り物から横に流れる

景色を見ていて酔いやすかったか？ 吐き気があり嘔吐しやすかったか？ 腹部の不快が

多かったか？ など)も思い出しながら書いてみます。 

ところで、頭痛を専門にしている立場から気になる服薬があります。それは朝だるさや、つ

かれが取れないのは“朝が低血圧で身体が起きないのだ”と‘昇圧薬メトリジン’を内服し

て、てき面に慢性かつ悪化している小児の症例を多く経験するからです。血圧とは、本来、

自律して十分にコントロールされています。血圧の数値に対してむやみに介入するべきでは

ありません。したがって、起立性調節障害治療によく投薬されるミドドリンやリズミックな

どの交感神経刺激薬(末梢交感神経のノルアドレナリンを増加させて神経の伝達を介し

て、血管系(α 刺激作用)や心臓系(β１刺激作用)に働いて血圧を上昇させる)は、片頭痛

の､随伴症状(自律神経症状)と体内恒常性やサーカディアンリズム(身体の働く時間)の両

方を悪化させることが多いのです。但し、厳密には、ヘッドアップティルトテーブルテス

ト(ベッドで頭位を上げて、血圧の下降と脈拍を診る検査)で、体位性頻拍症候群や起立性調

節障害の病態に関しての診断も必要です(実際には、起立して血圧の変動と脈を測り臥位と

比べることでかなり解ります)。さらに、ジヒデルゴットにも血圧を上げる作用があり、昔の

片頭痛治療薬であるカフェルゴットと同じく、酒石酸エルゴタミンといい、言わば、昔の片

頭痛の治療薬です。これは、片頭痛が軽症かつ早期内服でしか効果（NSAIDsと同等かそれ以

下）がなく、小児の片頭痛には、早期の服用が難しい（予兆が分かりづらい）ばかりか、た

とえ、内服してもエルゴタミン特有の消化管への作用（嘔吐や腹部不快症状が頻発）が著明

です。昨今では、トリプタン治療においても、頻回に頭痛がある患者さんに対してのみ服用

することがあるぐらいです。また、ゾーミッグがトリプタンの中で最も脂溶性が高い（脂溶

性の脳に移行しやすいため中枢の副作用が出やすい、倦怠や耳鳴りや脱力など）ことも有名

です。昇圧剤による自律神経障害とエルゴタミンによる消化器副作用とゾーミッグによる倦

怠の増悪により体重が減った可能性も疑われます。一度、セカンドオピニオン頭痛学会認定

「頭痛外来」で受け



ることをお勧めいたします。きっと、頭痛ダイアリーで娘さんの脳の状態を診断してくれ

ると思います。さらに、昇圧薬を漸減中止し、娘さんに合った予防法、予兆時の治療やト

リプタンの種類や早期服用の指導を受ければ、改善する可能性が高いと判断いたします。

子供の慢性頭痛は、一度良くなると、それまで悪かったことが不思議なくらいすっかりと

良くなることを経験していますのであきらめないで治療を受けてほしいと思います。 

Q：性別：小学生男子 

年齢：８歳 

ハンドルネーム： わんぱく

いつから頭痛がはじまったか：３か月前に 

質問内容：子供は、小さいころからてんかん持ちです。3か月前にてんかん発作があった時、

その後、頭が痛いって言っていたのですが、てんかんと頭痛って関係あるのでしょうか？

主治医の小児科の先生からは様子を見ましょうと言われて、その後、発作が治まっている

のですが、ちょっと心配です。 

A：かなり以前から良性の後頭葉てんかんや良性ローランドてんかんやけいれん発作を伴わ

ない皮質網様体てんかんなどの特定のてんかんという疾患には片頭痛が共存することが多

いとされていました。近年では、片頭痛とてんかんとの間には複雑で双方向性の関係があ

ることが様々な研究から明らかになってきています。また、診断としても“てんかん”と 

“片頭痛”の関連した病名として『てんかん発作による頭痛』の中に「てんかん性片側頭

痛」と「てんかん発作後頭痛」があります。息子さんは後者の可能性があります。すなわ

ち【てんかん発作後３時間以内に起こり、けいれん発作終了後 72時間以内に自然に軽快す

る頭痛】と記載されています。「てんかん発作後頭痛」は側頭葉てんかんと前頭葉てんかん

のいずれでも 40%以上の患者に起こり、後頭葉てんかんの 60%までの患者におこる。他の痙

攣に比べ、より強直間代痙攣後にしばしば起こるとされています。てんかんもそうですが、

片頭痛も、もともと脳の過興奮性という遺伝的素因があり、身体的・心理的・物理的トリ

ガーが脳の恒常性を崩壊させ、脳の感受性が高まっている体質があり発症します。片頭痛

は‘頭の痛さ’さだけではなく、閃輝暗点やちかちかする光過敏、音の障わしさ、視覚前

兆や不思議の国のアリス症候群や自律神経症状・感覚・運動・行動異常など様々な脳・自

律神経症状を伴います。また‘片頭痛の前兆により誘発される痙攣’という診断も国際頭

痛診断基準に明記されています。お子様の病状は『てんかんという疾患』と『頭痛という

疾患』の両面から診療を受けることが望ましいものと考えます。 

日本頭痛学会 HPでは 3 版 beta 版（ICHD-3β） 日本語版が公開されています。 

http://www.jhsnet.org/20141029_info.htm


日本頭痛協会 HPでは 2014年 11月 5日 慢性頭痛 GL市民版が出版されていま

す http://www.zutsuu-kyoukai.jp/ニュース/ 

ご参考にされていただけましたら幸いです。 

http://www.zutsuu-kyoukai.jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/


Q：性別：女性 

年齢：22歳 

ハンドルネーム：やっちゃん 

いつから頭痛がはじまったか：インフルエンザ感染 

質問内容：元旦からインフルエンザに感染しました。「Ａ香港型」です。高熱に加えて

吐き気などさまざまな症状をもたらすインフルエンザですが、今回は特に頭痛がひどく

て頭が割れるのでは？脳がどうにかなってしまうのではととても心配しました。こんな

時はタミフルと一緒に市販の鎮痛剤を飲んでも大丈夫なのでしょうか？ 

どうしてインフルエンザに感染すると頭痛がするのでしょうか？ 

 

A：今回いただいたご質問は、インフルエンザの感染による頭痛の場合と限定させてい

ただきますと、国際頭痛分類 3βでは「9.2 全身性感染症による頭痛」に該当します。

一般に 9.2は頭痛が目立たず、発熱や全身倦怠感、筋肉痛・咽頭痛・その他の全身症状

が主とされています。しかし、一部の全身性感染（例えばインフルエンザ）では、発熱

とその他全身の顕著な症状として“頭痛”もみられます。インフルエンザにおける頭痛

は、発熱と同時に現れるのが普通で発熱と連動することがほとんどであるように思いま

す。ところが、発熱がなくとも頭痛は生じることがありますが、この正確なメカニズム

の詳細は確定していません。頭痛を引き起こすメカニズムはウィルス自体の直接的作用

や体内のいくつかの細胞（活性化ミクログリアと単球マクロファージや活性化アストロ

サイトと血液脳関門および内皮細胞）がさまざまな免疫炎症性メディエイター（サイト

カイン・COX-2/プロスタグランジン系・その他）が関係している可能性も考えられてい

ます。薬は、医療機関で抗インフルエンザ薬のタミフルをもらうときにあなたの体調や

体質に合わせた鎮痛解熱剤（胃粘膜保護薬と併用または屯用座薬など）を処方してもら

うのがよいでしょう。市販薬は、複合成分が配合されており、全身感染症であるインフ

ルエンザには止めるべきです。一方、発熱も全身症状もさほど辛くないときに起き上が

るとズキーンと頭痛がする場合（起立性頭痛様の頭痛）は、発熱や全身機能低下による

脱水や水代謝障害によって脳脊髄液が減ったための頭痛とも考えられますので、鎮痛薬

よりも水分と電解質の十分な補給（OS-1 など）をしておくことが有効であると考えら

れます。 

 

 

Q：性別：男性 

年齢：35歳 

ハンドルネーム：会社員 

いつから頭痛がはじまったか：二日酔い 

質問内容：特にこの時期は、忘年会・新年会とお酒を飲む機会も多く、次の日の二日酔



い時には必ずと言っていいほど頭痛が伴います。こんな時に頭痛薬を服用しても大丈夫

ですか？まだアルコールが残っているときに飲める頭痛薬はあるのでしょうか？ 

A：二日酔いによる頭痛はアルコール急性中毒が遷延して翌日まで残った状態です。国

際頭痛分類 3βでは、「8.1.4アルコール誘発頭痛」のなかの『8.1.4.2遅発性アルコー

ル誘発頭痛』に該当します。この頭痛は片頭痛と症状が似ています（実際、片頭痛の症

状の辛さを片頭痛もちでない人に理解してもらうには二日酔いの頭痛と同じ症状が何

度も起こると説明しています）。動作で悪化する拍動性ズキズキガンガンする頭痛で動

作で悪化する、めまい・耳鳴り、光や音が辛い、悪心・嘔吐、流涙・生あくび、倦怠感・

全身におよぶ脱力・活力減退・注意集中力低下、脚がつる、胃腸障害・下痢…です。鎮

痛薬はアルコールでタダレタ胃炎を悪化させるので勧められません。また水のがぶ飲み

や冷たい水は胃を刺激しますし、電解質も低下させます。治療はなんといっても二日酔

いにならないようにするのがベスト（アルコールは毒であることを忘れてはいけない）

ですが、重症化しないためには、少なくともゆっくり飲む、食物繊維の多い海藻などや

炭水化物などと一緒に飲んで、胃からの吸収を遅らせる、アルコールが肝臓でスムーズ

に代謝されるようにする。どうしても重症になってしまった場合で早期に回復させたい

場合は病院を受診してブドウ糖・電解質入り点滴をするしかないでしょう。軽症なら粥

や温かいスープ、糖質（ブドウなどの果糖、また蜂蜜もよい）を補給しましょう。 

 

 

 

 



Q：性別：男性 

年齢：30歳 

ハンドルネーム：いった 

いつから頭痛がはじまったか：昨年末頃から 

質問内容：私はもともとアレルギー体質で、花粉の季節やカビ臭い・埃っぽい場所

では鼻づまりが起こります。昨年 11月頃、風邪をひき、完全に治りきらないうちに

インフルエンザに感染し、それからはずーっと体調がすぐれません。ずーと鼻がつ

まった状態が続き、頭痛がします。また、目の奥にも痛みを感じます。何か病気で

しょうか？どの診療科を受診すればいいでしょうか？ 

 

A：まず，アレルギー性体質（アレルギー性鼻炎・花粉症・喘息・アトピーなど）が長期にわ

たって続く場合には，ごく稀に難病（特定疾患）が隠れていることもありますので，念のた

めに膠原病内科・総合診療科または神経内科の受診をお勧めいたします．さて，あなたの

場合には，可能性として夏の紫外線や暑さで体力や免疫力が低下した晩秋から冬にもと

もとの片頭痛が悪化しているのではないかということです．慢性鼻副鼻腔炎が鼻副鼻腔

性頭痛を呈したり，鼻副鼻腔炎が三叉神経を介して片頭痛を増悪させることもあります．

鼻副鼻腔炎で目にくる拍動性頭痛やだるさや吐き気があり動作で悪化する場合には，片

頭痛の増悪因子として鼻副鼻腔炎が関与している可能性があります．また，紫外線や体

力の低下が帯状疱疹ウィルスの再活性化に関与し，三叉神経を刺激して片頭痛の症状

である目の奥の痛みを増強している可能性もあります．花粉症（鼻炎）に副鼻腔炎を合併

しているか否かの画像（場合によっては採血）検査をお勧めいたします。頭痛外来を標榜

している外来を受診してみてはいかがでしょうか？きっと根本病態と影響している因子（耳

鼻科への橋渡しも）を診断してくれるはずです． 
＊副鼻腔は，鼻腔に隣接した骨内に作られた空洞であり，ヒトでは前頭洞，篩骨洞，上顎

洞，著系骨導の４つがある． 
＊好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（アレルギー性肉芽腫性血管炎）は，先行する気管支

喘息やアレルギー性体質（アレルギー性鼻炎・花粉症・喘息・アトピーなど）が長く続く場合，

末梢血好酸球増多を伴って血管炎を生じ，末梢神経炎，紫斑，消化管潰瘍，脳梗塞・脳

出血・心筋梗塞・心外膜炎などの臨床症状を呈する特定疾患の一つ。 
 

 

 

 

 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：28歳 

ハンドルネーム：OL

いつから頭痛がはじまったか：昨年の 10月頃から 

質問内容：昨年 10 月から、部署が移動となり、責任のある仕事も任され残業も多くな

りました。 

疲れからきているのではと思うのですが、月に１～２回、こめかみが脈打つように傷む

頭痛と一緒に、目の周りも痛くなります。軽い時は数時間で治まりますが、重い時は２

～３日持続する場合もあります。こんな時は、日常生活にも支障をきたし、食欲はなく

食べると吐き気がしてきます。こめかみにアイスノンや冷えぴたなどを当てたりしてい

ます。どんな薬がよいでしょうか？教えてください。 

A：あなたが，人ごみ・乗り物酔い・光や音が不快・においに弱いなどの過敏症状があり，

あくびや後頚の圧痛（動作で悪化する、より月経前後で目立つ）と吐き気が時折あったの

であれば片頭痛であると思います．片頭痛の脳は生まれつき反応が良く（ある意味敏感で

反応しすぎる）仕事ができる人が本当に多いと性質の脳です．しかし，その反応の良すぎ

る脳ゆえにちょっとしたきっかけで，繰り返す日常生活の支障度の高い片頭痛が重くなっ

てしまい、少し損をしてしまいます．あなたの場合は，大きなイベント（部署変えという環境

の変化）となり，反応しやすい脳がより著明に反応している（空腹でもゆげの臭いがつらく

吐き気もする，片頭痛の持続時間が 2～3 日と長くなっている）と推察します．片頭痛は生

まれつきの持って生まれた反応しやすい脳（遺伝の影響）ですので、急に治ることはありま

せん．しかし，片頭痛の脳をコントロールすることは可能です．頭痛外来では様々なコント

ロール方法（予防法：片頭痛回数を減らし，持続時間を短くし，苦痛症状をも減らす．予兆

時と早期（なり始めの）治療のコツ，さらにはお薬を使わない片頭痛信号コントロール（頭

痛体操やツボ療法）指導など一味違った治療も行っています．

日本頭痛学会ホームページの市民・患者の皆様への頭痛体操についてを，ご参考になさ

ってください． 



Q：性別：女性 

年齢：48歳 

ハンドルネーム：主婦

いつから頭痛がはじまったか：１か月前から 

質問内容：今年からパートで経理を手伝い始めました。最近、体がフワフワするよ

うなめまいや、全身がだるく感じることがあり、その後、頭全体がひもで締め付け

られるような痛みを感じます。痛みは日常生活に支障をきたすほどではないのです

が、１～２時間で治まる時や、1 日中続く時があります。なれない仕事のせいなの

か更年期なのか、医者に行こうかなと思っているうちに痛みが治まるので、まだ医

者に行っていません。痛い時に受診した方がいいのでしょうか？ 

A：痛い時に受診する必要は必ずしもないと思います。起床時から午前中、そして午後

から夕方、さらに夜と一日の頭痛関連症状（頭の絞扼症状・後ろの頚筋の圧痛がある

か？・頭部がしびれるか？）と随伴する症状（ふらつき・倦怠・動作で悪化・音と光が

煩わしいか？）を約１週間（覚えていれば 2週間から１か月）の頭痛ダイアリーを頭痛

外来に持参していただければ、新たな頭痛として緊張型頭痛が起きたのか？それとも、

典型的な片頭痛が、長い経過で変容（変容型片頭痛と呼ぶ）していったのか？を診断す

るために『頭痛ダイアリー』に書いてみることをお勧めいたします。（①光と音が煩わしい頭

痛、②締め付けられるが運動で改善する頭痛、③随伴症状；めまい・ふわふわ・倦怠、④薬

の名前と服用回数 など）を書き込んでみてください。ひもや鉢巻に締め付けられる頭痛だから

緊張型頭痛と思っていても、繰り返す緊張型頭痛が実は、慢性化した片頭痛であることもよく

経験しますよ。 

http://www.jhsnet.org/dr_medical_diary.html


Q：性別：女性 

年齢：37歳 

ハンドルネーム：パート

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：若い時から便秘ぎみだったのですが。最近は 2 週間便秘が続くこともあり、

力んで出した後に突然頭が割れるように痛くなります。力んでいるときには痛くありま

せんでしたが便が出終った直後に頭痛が襲ってきます。力みすぎて脳に異常が発生して

しまったのでしょうか？これって便秘？頭痛どちらの医者に行くべきですか？何科を

受診すればいいのでしょうか？ 

A：頭痛外来を受診される片頭痛の患者さんで、排便にせよ排尿にせよ、トイレでの用

便の前後に吐き気を伴う拍動性頭痛発作を発現する片頭痛患者さんは少なくありませ

ん。片頭痛の発症するメカニズムには、排便や排尿などの“自律神経”と“セロトニン” 

との関連が重要です。自律神経は消化管に、セロトニンは血管に関与しています。一方、

セロトニンは、消化管粘膜内で合成され、約 90%が消化管の運動を司っています。約 8%

は血小板に入り血液中にあり、残りのたった 1～2%が中枢神経にあります。この脳内の

セロトニンは中枢神経系において脳の広範な機能を整えています。睡眠・認知・記憶・

神経内分泌・気分や体温調整などの神経生理機能に関係しています。セロトニンは、各

種ストレス（環境ストレス・化学ストレス・物理ストレス・精神ストレス）に影響を受

け、不安・イライラなど抑うつ症状や衝動性（食欲など）に関与するとされています。

一方、三叉神経血管系の病気といわれる片頭痛では、このセロトニンは発痛物質、血管

作動物質として働いています。片頭痛発作は、このセロトニンが各種ストレスなどのな

んらかの刺激（誘因）で血液中に多く放出されることで、まず脳内の血管が収縮し、そ

の後に放出されたセロトニンが枯渇することで脳血管が異常に拡張することで、それが

血管周囲の炎症を引き起こして痛み物質も放出されますます血管拡張と炎症とが引き

起こされ、三叉神経を刺激し、頭痛が発生するというものです。頭痛を専門とする先生

や日本頭痛学会が認定している頭痛専門医の先生の外来を受診することをお勧めいた

します。



Q：性別：女性 

年齢：31歳 

ハンドルネーム：OL 

いつから頭痛がはじまったか：16歳頃から 

質問内容：高校生の頃からたまに軽い頭痛はありましたが、最近は、月に 1～2回「ズ

キン、ズキン」と脈にあわせたような激しい頭の痛みがあり、頭痛が起こると、て

っとりばやく「痛み止め」に頼っています。大事な会議が控えているときは仕方な

いのかもしれませんが、このままずーっと痛み止めを飲み続けて大丈夫なのでしょ

うか？漢方薬などで改善する方法はありますか？ 

 

A：「痛み止め」に頼って我慢せざるを得ないほど忙しい時ってどうしてもあるのだと思

います。しかし、脳が原因(興奮しやすい脳)である片頭痛には「痛み止め」だけで治す

のは不可能と言わざるを得ません。一方、漢方薬は頭痛診療において一次性頭痛、特に

片頭痛や緊張型頭痛およびめまい・しびれ・冷え・耳鳴り(頭鳴り)・むくみ・ほてり・

噛みしめ・口渇など様々な随伴症状に有効です。西洋薬が病気や症状のメカニズムにピ

ンポイントで作用するのに対して、漢方薬は、ご本人の体質(気・血・水を基盤とした

虚証 1・実証 2 の体質など)のアンバランスを整えてくれます。ところで、「痛み止め」

は、‘脳の神経が本来持っている痛み感覚をコントロールする番人(能力)を弱めてしま

う’と考えると分かりやすいです。結果として、痛みの閾値が下がる(痛みが高度にな

る)、いつもより些細な誘因で片頭痛を起こす(回数が増える)、胃腸が腎臓を悪くする

(臓器障害)という、“薬剤の過剰服薬による頭痛”(落とし穴頭痛、想定 1000万人)に陥

っていく可能性もあります。そこで、片頭痛に有効とされる漢方薬の例として、呉茱萸

湯・当帰四逆加呉茱萸生姜湯・半夏白朮天麻湯・五苓散・その他多数。緊張型頭痛には

葛根湯・釣藤散など多数あります。二日酔いの頭痛には、五苓散、耳鳴り(頭鳴り)めま

いを伴う頭痛には苓桂朮甘湯などもお勧めです。 

1虚証 血圧が低めで貧血気味、きゃしゃでやせ型、首が細い、なで肩、皮膚にハリがなく、 

色白、声が弱々しく小さくて消極的、小食で胃腸が弱い、トイレの回数が多く、下痢をしやすい、

疲れやすく回復も遅い、汗の量が多く寝汗もかく、寒がりで熱いものを好む 

 

2実証 血圧が高い ガッチリと筋肉質、首が太い、いかり肩、肌にツヤがあり、血色がいい、 

声が大きく力強くて積極的、食欲旺盛で胃腸が丈夫、便通が少なく便秘ぎみ、 

疲れていても回復が早い、汗をかくが量が少ない、暑がりで冷たいものを好む 

 

 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：20歳 

ハンドルネーム：学生 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：生理前後に軽い頭痛があります。頭痛の時って、鎮痛剤をのんで乗り切るの

も手ですが、それほどひどくないので、できれば自然な成分で頭痛を和らげたり、改善

したりできればと思います。頭痛の予防や痛みの緩和に効くサプリメントを教えてくだ

さい。また、どの程度効果があるのでしょうか？ 

 

A：自然食品やサプリメントとして販売・使用されているものには片頭痛予防効果が示

唆されているものがあります。医療機関を受診するほどではない軽症の方、反対に各種

のトリプタンや鎮痛薬、さらに各種予防薬(抗てんかん薬・カルシウム拮抗薬など)でも

十分効果が得られない重症の患者さんへの併用治療として効果を発揮します。マグネシ

ウム・リボフラビン(ビタミン B2)・コエンザイム Q10・ハーブ(ハーブティー)・アロマ

オイル・バターバー(西洋ふき)・フィーバーフュー(ナツシロギク)など全てある程度の

片頭痛予防効果が期待できます。マグネシウムは神経の働きを安定化させる作用があり

ます。毎日何回も薬(予防薬)を飲みたくない、副作用が心配、高額で嫌だなどいう方に

は、十分考慮される治療法だと思います。リボフラビンとコエンザイム Q10は、細胞内

のミトコンドリア機能を高め、脳のエネルギー低下を防ぐと考えられています。マグネ

シウムとリボフラビンは、日本頭痛学会の『慢性頭痛ガイドライン 2013』の予防療法

で、グレード 2(グレード 1～5 の中の上から 2 番目)に該当し、医療機関の処方薬剤と

して使用されています。また、ハイボン錠(20mg・40mg)は、有効であるばかりでなく、

１錠 6円前後と安価です。 



Q：性別：女性 

年齢：30歳 

ハンドルネーム：OL 

いつから頭痛がはじまったか：先日 

質問内容：仕事で疲れてくると頭痛が起こることはあったのですが、先日、お風呂

に入っている最中に頭痛が起きました。シャワーでさっと洗って早めに出たのです

が、その後、入浴に合わせたように２～３度続けて頭痛が起きました。今は、おさ

まっていますが、また入浴中に頭痛が起きた場合、どうすればよいのでしょうか？ 

 

A：近年、入浴中(浴槽の中だけでなく浴室でお湯をかぶるだけで)雷が落ちたような激

しい頭痛“雷鳴頭痛”が起こる頭痛として良性入浴関連頭痛 Benign hot bath-related 

headacheが、可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）と関連する報告が増えてきています。

この RCVSとは病態がまだ明確に分かっていない疾患ですが、約１か月（１か月～３か

月）程度して改善していくことが多いとされており、RCVSの期間に入浴すると雷鳴頭

痛が再発していたのではないか？と推定されます。雷鳴頭痛の多くは二次性であり、重

篤な結果に至る可能性があるので徹底的な診察と検査を受けましょう。そして、雷鳴頭

痛の原因となるくも膜下出血、動脈解離（日本で多い椎骨動脈解離）、静脈洞血栓症、

未破裂動脈瘤、下垂体卒中、低髄液圧性頭痛など除外診断を行って器質的要因のすべて

が否定された場合のみ一次性と考えるべきです。その一次性の雷鳴頭痛の原因となる

RCVSが入浴（浴槽に入る・シャワーを浴びる）関連頭痛起きていることを突き止める

ことが必要と考えます。一次性雷鳴頭痛は確定した機序は不明ですが、交感神経機能の

なんらかの障害が想定されてきています。RCVSには特効薬はありませんが、改善させ

る治療法が見つかってきています。自己判断で市販薬で我慢したり、片頭痛もちの方に

起きた RCVSの場合には、入浴でたまたまいつもよりひどい片頭痛発作が起きたので

は？とトリプタンを内服するべきではないこともあります。頭痛に詳しい外来（頭痛外

来）がある医療機関を受診しましょう。 

 

RCVS：Reversible cerebral vasoconstriction syndromeは、国際頭痛分類の 6.7.3『可

逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）による頭痛』を来す疾患であり、引き金は、分娩・性行

為や深酒・激しい感情、一方日常的な咳や労作でも誘因となることがあり１～２週間に

わたって雷鳴頭痛を繰り返す可逆性の脳血管の攣縮による一連の症候群のこと。また、

様々な薬剤、例えばセロトニン作動薬（抗うつ薬で使用される SSRIや片頭痛治療薬の

エルゴタミンやトリプタン）での誘発もありうるため、診断がより重要と考えられる。 

 

 

  



Q：性別：女性 

年齢：27歳 

ハンドルネーム：OL 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：最近、歯を差し歯に変えました。かみ合わせがしっくりしない感があるので

すが、差し歯なのである程度仕方がないとおもい、慣れれば大丈夫かなと安易に考えて

おりましたが、肩こりや頭痛が起こるようになりました。歯のかみ合わせと頭痛って関

係があるのでしょうか？何科に相談すればよいのでしょうか？ 

 

A：新たな頭痛が起こってきているのであれば、頭痛国際分類 11番の『頭蓋骨、頸、眼、

耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいはその他の顔面・頭蓋の構成組織の障害に起因する頭痛

あるいは顔面痛』の中にある 11.7『顎関節症による頭痛または顔面痛』を疑います。 

A.頭部または顔面あるいはその両方の１か所以上の領域の再発性の痛みで、C および D

を満たす。 

B.X 線検査、MRI またはコツシンチグラフィのいずれか１つ以上の検査で関節性顎関節

症を認める。 

C.少なくとも１項目により、痛みが関節性顎関節症による可能性があることを示す証拠

がある。 

1.顎運動または固い物や噛み難い物を噛むこと、あるいはその両方により痛みが誘発さ

れる 

2.開口制限または不規則な開口 

3.顎運動時の、片側または両側の顎関節雑音 

4.片側または両側の顎関節包圧痛 

D.顎関節症に対する治療成功後に、３か月以内の新たに起きた頭痛が消失し、かつ再発

しないこととなっています。治療をやってみないと診断の確定に至らないというもどか

しさがあります。 

あなたはもともと片頭痛がありましたでしょうか？片頭痛の方は、ささいな環境の変

化でも片頭痛が増えますからかみ合わせの変化は大きな変化だと思います。一般に、片

頭痛の患者さんは、歯ぎしり・くいしばりが多いですが、あなたは歯ぎしりやくいしば

りが以前からありましたか？この場合には、11.2.5 『頸部筋筋膜痛による頭痛』併発

も考えられ、この筋筋膜痛に起因する緊張型頭痛（頸部筋肉が持続的な圧痛と同筋肉の

持続する収縮がある）や筋筋膜痛からの関連痛であることがあります。頸部筋肉を圧迫

することにより、痛む場所の頭痛が再現される場合には持続収縮筋からの関連痛による

頭痛としてトリガーポイントにブロック注射を行うことで頭痛が改善することがあり

ます。また、あなたに片頭痛もある場合には片頭痛の治療（特に予防）を徹底すること

で、はぎしり・くいしばりが軽減する見込みはありますが、難治の場合には、歯ぎしり・



くいしばりコントロールのため顎関節症専門医との連携も考慮して行くべきです。 

 



Q：性別：男性 

年齢：29歳 

ハンドルネーム：新婚 

いつから頭痛がはじまったか：1か月前 

質問内容：高所恐怖症な私は、高いところが苦手なため飛行機を避けていましたが、

新婚旅行で初めて飛行機に乗りました。行きの飛行機でのこと、着陸時に頭が割れ

るのではと思うほど猛烈な頭痛が起こりました。帰りは市販の頭痛薬を飲んでから

搭乗したおかげで頭が重い程度ですみましたが、なぜ頭痛が起きたのでしょうか？

それとも何か頭の病気でしょうか？ 

A：かなり重症でご心配でしたね。国際頭痛分類 ICHD3βのホメオスターシス（内部環

境を一定に保つ機能）障害による頭痛のなかの 10.1.2『飛行機頭痛』が考えられます。頭

痛は軽度ではなく、しばしば重症で通常は片側性に起こり、眼窩周囲の自律神経症状（涙・

あくび・眼列狭小など）を伴わないものです。ただ、今回のようなことが 2 回以上あり、

かつ頭痛は飛行機搭乗中にのみ発現している。a と b のうち一方もしくは両方満たす場合で

す。a)頭痛は、離陸後飛行機が上昇するとき、もしくは着陸する前の下降時に一致して悪

化している。b)頭痛は飛行機が上昇または下降したおと、30 分以内に自然に改善した。頭

痛は重症で、3 つのうち少なくとも 2 つ満たす場合です。a)片側性、b)眼窩前頭部痛（頭

頂部へ拡大することもある）、c)殴打するような痛み、もしくは刺すような痛み（拍動も起

こる）ことを満たし、他の頭痛ではないことで診断に至ります。頭痛に詳しい外来（頭痛

外来）を受診していただき、頭蓋内の器質的な原因（副鼻腔疾患は除外されるべき）の除

外と採血を施行した上で診察を受ければより確実です。飛行機内は、地上よりも気圧は減

ってしまいます。この減圧によって鼓膜内側や鼻・副鼻腔内の空気が膨張拡張します。一

種の「真空による頭痛」：真空で膨張するペットボトルのような原理とも言えると思いま

す。この行き場を失って拡張した空気が粘膜の三叉神経を刺激し、頭痛発作を発現します。

85%以上の方が着陸態勢中に起こるとされ、約 10%の方にはフライトにより頭痛側が対側

にシフトする特徴があるとされています。搭乗前(約 30 分前)に、非ステロイド性抗炎症薬

（NSAIDs）の服用が予防に有効とされています。診断の上、頭痛外来で処方してもらうと

良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：38歳 

ハンドルネーム：主婦 

いつから頭痛がはじまったか：新築の家に引っ越してから 

質問内容：新築を購入し 1か月前に引っ越しました。昼間は窓などを開けているのであ

まり感じないのですが、夜、窓を閉めて寝ていると新築の家の匂いのせいなのか頭痛が

始まります。これって匂いに慣れてくれば頭痛は治るのでしょうか？ 

新しい家で気持ちはウキウキのはずなのに、夜の頭痛は気分も落ち込みます。 

 

A：せっかくのウキウキが台無しですね。しかし、あなたは風通しの悪い部屋（密封に近い

空間や今まで馴染んでいた温度との違いなど）での臭いで増悪していることや、大きなイ

ベントとして環境変化（片頭痛患者さんは何かの変化（今まで決まって続けていたリズム

（時刻）が変わることや引っ越しして枕や布団が変わったなどでも片頭痛が悪化すること

が極めて多いのです。脳が不快だと反応して片頭痛が起こるのだと思います。また、感情

（情動）の変化（急性のイヤなストレスだけでなく楽しい感情の高まりでも）にも敏感に

反応し、発作を増やすことがよく認められます。  

次に、頭痛患者さんとアレルギー疾患とは共存することが多いと報告（片頭痛のある人

は 1.59 倍気管支喘息になるリスクが高く、アレルギー性鼻炎も多い）されています。国際

頭痛分類 ICHD3βの 11.5『鼻副鼻腔炎による頭痛』に新築の材質成分やダストが影響し

た 11.5.1『急性鼻副鼻腔炎による頭痛』を除外または合併も診てもらいましょう。その上

で、起床と就寝時間（時刻）を平日と休日も目覚ましで同じ時刻にしてみて自分の良い覚

醒・睡眠サイクルを見つけてみましょう。また、新居に住み慣れて、心地よい空間でリズ

ムよく規則的なライフスタイル（引っ越しで時間がなく運動不足だった可能性もあるので

はないでしょうか？ストレッチや有酸素運動でリフレッシュし、その日のストレスはその

日に発散してしまいましょう）となれば軽減していくのではないでしょうか？自宅外での

行動・環境パターンがこれまでと急に変化したときに頭痛がひどくないかも見直されては

いかがでしょうか？ 



Q：性別：女性 

年齢：47歳 

ハンドルネーム：ダイエット中

いつから頭痛がはじまったか：２か月前 

夜のジョギングで頭痛に 

質問内容： 最近、太りぎみなので夜、ジョギングを始めました。早歩き程度で 30

～40分、家の周りをまわってます。結構汗が出るので、ジョギングを終えて家に戻

ったらミネラルウオーターを飲みながら一休みしてからお風呂に入っていますが、

ジョギングが終わり一休みしているときに頭痛に襲われます。ジョギングのせいで

しょうか？やめたほうがいいのでしょうか？ 

A：頭痛もちの代表である片頭痛の方は、従来の生活リズム（ライフスタイル）の急な

変化（場合によっては些細な変化でも）が、トリガー（引き金）となって頭痛発作が増

えたり、高度になることが往々にして認められます。“ジョギング自体”が悪いのでは

ないと思います。片頭痛の方は、頭の回転が速く、てきぱきとしていて能力が高い方が

多いです。しかし一方、やや几帳面すぎる、責任感が強いあまり根を詰めすぎる性格と

して、いわば“migraine personality：片頭痛性格”と称される方が多いことも実感し

ます。 

今までの生活リズムから急激に変えすぎて、しかも肩に力が入った（いかり肩）緊張

状態で一生懸命頑張りすぎておりませんでしょうか？もしそうなら戦う神経（交感神経）

が過剰な状態から、急に休む神経（副交感神経）に切り替わることで、脳の血管が拡張

しすぎてしまいます。ジョギングするにしても、力まず軽めに景色や音楽でも奏でて（イ

ヤホンや鼻歌）、ストレス解消（肩をストンと落とす：ストン体操）、インナーマッスル

のストレッチング、そして頭痛体操をお勧めします。また、自分特有の頭痛の誘因（意外

と身近なもの（風通しの悪い場所・ブルーライトの過剰など、）を減らすことをお勧めし

ます。補足ですがミネラルウォーターはマグネシウム含有の多いものをお勧めいたしま

す。

Q：性別：男性 

年齢：41歳 

ハンドルネーム：

いつから頭痛がはじまったか：たぶん２～３か月前から 

質問内容：２～３か月前から急に激しい頭痛に襲われるようになりました。しかも、性

交中の射精した後で後頭部がけっこう痛くなります。とても心配なのですが、状況が状

況なので病院にいきずらく、まだ行っていません。もし行くとしたら何科に行けばよい



のでしょうか？これって何かの病気なのでしょうか？ 

 

A：以前は‘良性性行為時頭痛’、‘良性血管性性行為時頭痛’、‘性交時頭痛’、‘オル

ガスム時頭痛’など呼ばれており、発症年齢は 18歳から 60歳と若年から高齢に及んで

います。頭痛の部位は、あなたの場合のように後頭部に限られている報告が大半を占め、

拍動性頭痛の要素が強いことが多いとされています。国際頭痛分類の ICHD-3βの 4.3

『性行為に伴う一次性頭痛』は、意識障害、嘔吐または視覚、感覚、運動症状を伴わな

い（しかし、症候性（原因があり２次的に起こる）の性行為時頭痛では認められること

がありますので注意を要します）、性行為に伴う頭痛が初めて発現した場合には、くも

膜下出血、動脈解離、可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）を必ず否定しなければなりませ

ん。雷鳴頭痛の多くは二次性であり、重篤な結果に至る可能性があるので徹底的な診察

と検査を受けましょう。食欲・睡眠欲・性欲は人間の３大欲求であり、頭痛とよく関連

していることを頭痛外来の担当医はよく知っています。ぜひ頭痛外来をお勧めいたしま

す。そして、雷鳴頭痛の原因となるくも膜下出血、動脈解離（日本で多い椎骨動脈解離）、

静脈洞血栓症、未破裂動脈瘤、下垂体卒中、低髄液圧性頭痛など除外診断を行って器質

的要因のすべてが否定された場合のみ一次性と考えるべきです。さらに性行為中に多発

する爆発性・雷鳴性の頭痛は、6.7.3『可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）による頭痛』

の可能性を、血管撮影検査（脳血管の造影検査、MRアンギオグラフィー、CTアンギオ

グファリー）などによって否定されるまでは考えておかなければならないと思います。  

一次性雷鳴頭痛には特効薬はない（性行為に伴う一次性頭痛に漢方の‘女神散’が奏

功した報告はあります）ですが、自己判断で市販薬で我慢したり、片頭痛もちの方に起

きた一次性雷鳴頭痛の場合には、性行為でたまたまいつもよりひどい片頭痛発作が起き

たのでは？とトリプタンを内服するべきではないこともあります。やはり、頭痛に詳し

い外来（頭痛外来）がある医療機関を受診しましょう。 

 

RCVS：Reversible cerebral vasoconstriction syndromeは、国際頭痛分類の 6.7.3『可

逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）による頭痛』を来す疾患であり、引き金は、分娩・性行

為や深酒・激しい感情、一方日常的な咳や労作でも誘因となることがあり、１～２週間

にわたって雷鳴頭痛を繰り返す可逆性の脳血管の攣縮による一連の症候群のこと。また、

様々な薬剤、例えばセロトニン作動薬（抗うつ薬で使用される SSRIや片頭痛治療薬の

エルゴタミンやトリプタン）での誘発もありうるため、診断がより重要と考えられる。 

 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：23歳 

ハンドルネーム：新入社員 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容： 最近、お腹がすくと頭痛がします。特に朝、寝坊して朝食抜きの時は

11時頃からお腹がすいてくるのですが、頭痛も始まります。また、早めの昼食で夕

方に小腹がすいてくると頭痛が始まったりします。空腹と頭痛は関係があるのでし

ょうか？ 

A：空腹による低血糖は頭痛の有力な原因となります。国際頭痛分類 ICHD-3βの第 2部

二次性頭痛 10.ホメオスターシス障害による頭痛の中に『10.5.絶食による頭痛』があ

ります。 

Ａ.「片頭痛」や片頭痛のどのサブタイプにも分類されない頭部全体の頭痛であるがＣ

を満たす 

Ｂ.患者は 8時間を超えて絶食している 

Ｃ.原因となる証拠として、以下の両方が示されている 

  1. 頭痛は、絶食中に発現している 

  2. 頭痛は、食事後に有意に改善している 

Ｄ.ほかに最適な ICHD-3の診断がない 

 

つまり、頭部全体の非拍動性の頭痛で、通常、軽度から中等度の痛みであり、絶食中

に起こりかつ 8 時間以上の絶食が原因で起こり、食後に消失します。したがって、朝、

出勤ぎりぎりまで寝て、朝ご飯も食べずに出勤する・休日にせっかくの休みだからと昼

近くまで寝てしまい朝昼兼用の食事となる・さらには極端なダイエット（一食抜く）“ダ

イエット頭痛”は、‘頭痛を起こしてください’というぐらい高率に頭痛を発症するこ

とになります。これは、低血糖が関係した頭痛や『絶食による頭痛』の可能性がありま

す。絶食による頭痛は、絶食が誘因として起こり、絶食の時間が長くなるにつれて高く

なります。睡眠の長さや血糖の低下（低血糖症）とは関係ない場合もあります。食事し

ないことそのものが頭痛の原因となることを意味します。規則的な食事がいかに重要か

の裏返しと考えます。 

ご質問の、頭痛(片頭痛)は食欲(空腹)と関係しています。あたなが片頭痛であるとす

ると空腹は誘因となり片頭痛が起きやすくなっている可能性もあります。 

片頭痛患者の約 75%に何らかの誘発因子があるとされています。ストレス・精神的緊

張・疲れ・睡眠・月経周期・天候の変化・温度差・頻回の旅行・臭い・“空腹”・アルコ

ールなどがあります。アルコール以外は緊張型頭痛と共通の誘発因子です。つまり、あ

なたの場合にはライフサイクル(朝寝坊や食事サイクルの乱れ)の不規則性を基盤とし

ての空腹が片頭痛を起こしやすくしている可能性があります。また、絶食時間が長くな



るにつれて非拍動性の頭痛が起これば絶食による頭痛の合併があるのでないかと考え

ます。根詰め過ぎの仕事で過労がちになったり、人ごみや空腹での乗り物などでは夜に

少し腸に残るバナナや（翌朝空腹にしない）黒砂糖や蜂蜜で翌日の片頭痛予防の対策を

してみてはいかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

Q：性別：女性 

年齢：44歳 

ハンドルネーム： 

いつから頭痛がはじまったか：２～３か月前から 

質問内容：頭痛がするとなぜか甘いものが食べたくなります。もともと太めで、これ以

上太らないようにと我慢するのですが、甘いものを取ると頭痛も収まるのでつい食べて

しまいます。頭痛と甘いものって関係があるのでしょうか? それとも太めが影響して

いるのでしょうか？ 

A：海外から片頭痛患者では高血圧・高コレステロール血症（脂質異常症）の合併が多

く、インスリン感受性の低下や耐糖能異常が多いという報告があり、日本からは片頭痛

もちの人は、脂肪/油の多い食べ物、コーヒーやお茶の消費が多いことを報告していま

す。片頭痛の有病率と肥満は相関しないが、片頭痛の慢性化（発作回数の増加や難治慢

性化）には肥満が関与していることが示されてきています。BMIが25～29で正常体重者

と比較して3倍、30以上では5倍リスクが高くなると報告されています。肥満は、①体内

の炎症を起こしやすい、②アディポサイトカインの分泌が亢進する、③交感神経機能を

緊張させるなどが、中枢神経を感作させることにより、片頭痛を起こしやすい脳となる

と考えられています。  

ところで、片頭痛はズキズキする拍動性の痛みと悪心・嘔吐、光過敏が有名ですが、

片頭痛発作の予兆（片頭痛の前触れにあたるもの）は7～88%あることが解っています。

片頭痛発作の数時間～１日または２日前にする症状で、興奮症状として焦燥感、精神的

高揚感、強迫観念、あくび、過睡眠、光・音または臭いに対する過敏性、『食欲亢進』、

腸・膀胱機能の亢進、口渇感があります。片頭痛は食欲亢進自体が予兆であり食欲中枢

と深く関与しています。空腹は片頭痛の誘因として知られており血糖を上げることで頭

痛が軽減することを片頭痛の患者さんは経験することが多いです。 

すると結果としてメタボ（BMI値の上昇）となりやすいことが予想されます。メタボ

になりますと片頭痛の慢性化が増えることは、すでに述べました。海外や日本のデータ



からバランスの良い食事を規則的に取ることが推奨されています。もっと根本的に睡眠

や食生活の指導や適正体重を維持することやストレスマネージメントなどによるライ

フスタイルの改善で症状を緩和させること片頭痛の慢性化を予防できる可能性があり

ますので粘り強く頑張りましょう。 

 



Q：性別：女性 

年齢：55歳 

ハンドルネーム：おばさん 

いつから頭痛がはじまったか：ここ 1～2年 

質問内容： 最近、雨が多いですね。雨の日が続くと頭痛がひどくなります。以前か

ら肩こりからくる頭痛はあったのですが、ここ 1～2年は梅雨や秋雨など長雨の時に、

頭痛がひどくなります。最近の秋雨前線で頭が重い感じでこめかみあたりが、ずき

んずきんと、体全体がだるいし、雨の時にできる頭痛対策はありますか？ 

 

A：頭が重いうえにこめかみのずきんずきんは不快で気が滅入りますよね。片頭痛の患

者さんには、特定の状況のもとで発作が起こりやすい、または程度が重くなることがよ

くあります。日常生活のなかで誘発因子・増悪因子をうまく避ける（せめてうまく対処

する）ことは片頭痛の予防につながることが分かっています。片頭痛の患者さんは、実

に約 75％に何らかの誘発因子があるとされています。それは（物理的・化学的・肉体

的・精神的）ストレス、精神的緊張、疲れ、睡眠、月経周期、“天気の変化”、温度差、

頻回の旅行、臭い、空腹、アルコールなどです。天候は、片頭痛患者の 53％の方が時々、

11%の方がたいてい誘因になると感じています。まず、新聞などの天気予報で等圧線が

密な地域に入ろうとしているときなどは注意しましょう。そして、ご自身にとって天候

より優位な誘因を除去しましょう。一般には、天候や気圧の変化より誘因となるとされ

ているのは、ストレス・まぶしさ・空腹・睡眠覚醒サイクルの乱れ・臭いとされていま

す。日ごろからこれらをできるだけ除去したり、うまく対処することを心がけましょう。

なお、『頭痛外来』では、また重要な予定のときにいつもの頭痛が起こって、つらい目

に会う患者さんには特に良い予防療法や天気の変わり目に片頭痛の予兆が起こってき

たときの治療も行われています。 

 

 

Q：性別：女性 

年齢：24歳 

ハンドルネーム： 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：2 か月程前に、ネットで見つけた輸入家具を購入しました。とても素敵なデ

ザインのわりには値段も安くとても気に入っています。それからなのか定かではないの

ですが、週末部屋でのんびりしていると目がチカチカしたり頭が痛くなったりします。

これって新しい家具のせいでしょうか？頭痛薬を飲んでいればそのうちなれてきます

か？ 
 



A：せっかくの週末に不快な片頭痛は辛いことです。あなたの頭痛が部屋の模様替えや

家具搬入でのシックハウス症候群に関連した揮発性有機化合物の過敏症（アレルギー）

が要因であるとしますと、片頭痛患者さんはアレルギーや気管支喘息を持っていること

が多い（片頭痛のない方に比べて 1。59倍）ことが分かっています。片頭痛患者さんの

16。3%に気管支喘息があると報告もあります。アレルギーと片頭痛の両者には共通した

病因が共存していると考えられています。一方、アレルギー性を含む慢性鼻副鼻腔炎の

増悪時に片頭痛も多くなることはよく経験されることですが、アレルギー疾患のない片

頭痛の方もたくさんおり、アレルギーは、あくまでも誘因の一つと考えます。 

あなたのお持ちの片頭痛そのものが悪化している可能性が高いのでは？と予想しま

す。したがって、頭痛薬だけで我慢するのは正直お勧めできません。季節の変わり目（秋

で朝の冷え込みと日中の夏の日差しの強さや温度差があることや、夏の強い紫外線や夏

バテで免疫力や体力が弱っていることなど、油断するとまだ夏の日差しがあることもあ

りますしね。日差しが強い日には夏にかけるようなサングラスもお勧めです）。さらに

あなたの頭痛が週末起きやすい事実があるからで。これは、交感神経が緊張して血管が

収縮している平日よりは、ほっとして週末に副交感神経が優位になって血管が拡張しや

すくなっているためとされています。平日夜遅くまでパソコン業務、朝抜きや運動不足

などありませんでしたでしょうか？もし該当した場合には、ご自身の片頭痛と日々のラ

イフサイクルとの関係や健康や体力状態（健康的な生活をしているかなど）見直してみ

るのも良い機会かと考えます。この場合には『頭痛外来』を受診してみるのは良い方法

です。 



Q：性別：男性 

年齢：48歳 

ハンドルネーム：会社員

いつから頭痛がはじまったか：1か月前 

質問内容： 約 1か月前頃から、背中がみょうに痛痒い感じで違和感があり、そのう

ち湿疹が出てきたので、皮膚科にいったら帯状疱疹と診断されました。飲み薬と塗

り薬を処方され 1 週間になります。先生にはゆっくり休むようにと言われたのです

が、仕事も忙しく休んでいる場合ではないのですが、最近、頭の右側も痛くなりま

す。帯状疱疹の薬と一緒に市販の頭痛薬を飲んでも大丈夫ですか？ 

A：ご心配でしたね？体力と免疫力が落ちていたのではないでしょうか？市販の頭痛薬

は、ごく軽度の片頭痛を除いて片頭痛には市販薬の効果は期待できません。あなたの症

状は、帯状疱疹ウィルスの再活性化による“片頭痛の増悪”の可能性を第一に考えます。

帯状疱疹ウィルスと神経と血管とは密接に関連していることが分かってきています。帯

状疱疹ウィルスは水疱瘡を引き起こすウィルスと同一のウィルスです。水ぼうそうが治

癒しても、帯状疱疹ウィルスは‘潜伏’という形で神経節に遺伝子としてずっと潜んで

おり、体内から完全に消えないとされています。日本人の９割以上が潜伏しているとの

報告があります。帯状疱疹が背中の上方の頚神経領域に及ぶ場合には、片頭痛と密接な

関係の三叉神経と頚神経には複合体を後首の項付近（三叉神経頚神経複合体と呼ばれる）

にも影響が及びやすいと考えます。頭部の神経(大後頭神経・小後頭神経・大耳介神経

など)と三叉神経とは脳内で常に情報の交換をしているため、どちらか一方の神経領域

に疼痛が起こると、連動してもう一方の神経領域にも疼痛が出ることもよくあります。

また、もし、あなたが光・音・臭い過敏があり、乗り物が苦手であれば、帯状疱疹ウィ

ルスの再活性化による頭痛持ちの片頭痛が増悪した可能性を考えます。さらに、背中の

帯状疱疹が治った後に帯状疱疹後神経痛を起こすこともあるので、『頭痛外来』

または日本神経学会認定専門医が在籍している『神経内科』への受診をお勧めいたしま

す。

http://www.kktcs.co.jp/jsn-senmon/secure/senmon.aspx


 

Q：性別：女性 

年齢：52歳 

ハンドルネーム：主婦 

いつから頭痛がはじまったか：いつからだったのか 

質問内容：人混みや強い風の日は頭が痛くなります。先日、ものすごい風が吹いている

中、急用で外出しました。帰宅後、2 時間ぐらい首がパンパンに張って頭全体が痛くて

大変な思いをしました。人の沢山いる中に行っても頭痛が起こります。頭痛は始まって

から薬を飲んでも遅いのでしょうか? 私のような症状には、どのタイミングで飲めば

ひどくなる前に防げるのでしょうか？ 
 

A：頭痛外来にいらっしゃる片頭痛の患者さんには風が強いと目の奥やこめかみが痛く

なる、首筋も突っ張るという方がかなりいらっしゃいます。一般的な片頭痛の誘発因子

として多いのは、精神的因子：ストレス、精神的緊張、疲れ、睡眠(過不足)、内因性因

子：月経周期、環境因子：天気の変化・温度差・頻回の旅行・臭い、食事性因子：空腹・

アルコールなどがあります。“人混み”は人が密集して、風通しが悪く、温度が高い、

いやな臭い、人との接近によるストレス、など誘因として高ランクに入るものと考えら

れます。風が不快になる場合は、脳の興奮性が高まった状態で認めることが多い‘アロ

ディニア（異痛症）’の症状ではないか？と推察します。片頭痛は数ある誘因のなかで

急性ストレスが最も高い誘因とする報告もあり、‘急用’しかも不快な強風が加わった

ことによる急性ストレスによって交感神経(戦う神経)が亢進して血管が緊張収縮した

状態から、帰宅し、やれやれとほっとして急に副交感神経（血管が緩む神経）に切り替

わったことが片頭痛信号の出口とされる三叉神経頚神経複合体付近の後首の項の圧痛

（首スジがキンキン・パンパンに張る）を発症し、さらに神経血管炎症による疼痛が頭

部を縦横無尽（骨や骨膜や皮膚にまで）に走っている三叉神経領域に沿って伝わり、頭

全体に広がっていったものと考えます。頭痛が始まってしまった後に片頭痛の原因物質

（神経血管炎症物質）が水道蛇口から出てこぼれた後にその水(原因物質)を拭き多少減

る（これが鎮痛薬の治療）ことでしかありません。一方、予兆（生あくびなど）の後に

原因物質（神経血管炎症物質）が蛇口から出始めたところ（後ろ首スジがつっぱる圧痛

の時期ころ）を元の状態に閉め直すのが、片頭痛の特異的治療薬であるトリプタンと言

っても良いかもしれません。諦めずにトライしてみてください。 



Q：性別：男性 

年齢：25歳 

ハンドルネーム：会社員 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容： 小さい頃から、鼻がつまるとついつい鼻をすすってしまう癖があります。

また、場所や状況によっては鼻をかむことができずにすすってしまうこともありま

す。子供の頃は感じたことがなかったのですが、最近、鼻をすすった後、頭痛がす

るようになりました。鼻づまりと頭痛って関係あるのでしょうか？ 

 

A：子供の頃に頭痛がなかったのに、成人を過ぎて鼻水(花症状)と頭痛がおこります。

まず、経過が長い鼻・副鼻腔症状がありますので、頭痛外来を介して耳鼻科医にご紹介

いただくことをお勧めいたします。 

国際頭痛分類 ICHD3β(A11.5 鼻・副鼻腔疾患による頭痛、A11.5.3 鼻粘膜，鼻甲介，

鼻中隔の障害による頭痛)として、臨床的に鼻の内視鏡的にまたは画像的に鼻腔内に肥

厚性か炎症性の病変(例；水泡性甲介や鼻中隔棘)が示される、原因となる証拠として、

以下の少なくとも 2項目が示される。 

1. 頭痛は鼻内病変の発症と時期的に一致して発現する。 

2. 鼻病変の改善(治療の有無にかかわらず)もしくは悪化と並行して、頭痛は有意に

改善もしくは悪化する。 

3. 病変部位粘膜の局所麻酔後に頭痛が有意に改善する。 

4. 頭痛病変は頭痛と同側である。そして、他に原因がない。 

を鑑別していただいた上で、頭痛もちの頭痛(片頭痛)に鼻・副鼻腔疾患が併発または影

響している可能性を考えます。片頭痛は脳および脳硬膜の太目の動脈の異常拡張とその

周囲の三叉神経終末から放出される神経血管炎症によって起こる痛みとされます。一方、

鼻・副鼻腔炎症に伴って起こる頭痛は細菌やウィルスもしくは真菌性の炎症によって放

出される炎症物質による血管拡張によって起こる痛みと考えられます。両方とも血管の

拡張に伴って痛みが起こっていることから共存（同時または重なった時期であったり相

互に病状が関連）していることも多いことが分かっています。鼻・副鼻腔炎による頭痛

も片頭痛も疑われたどちらが有意な病気か判断が困難な場合には、片頭痛の予防効果が

あり、鼻炎やアレルギーの改善作用を有するロイコトリエン受容体阻害薬である、ブラ

ンルカスト水和物（オノン）やモンテルカスト Na（シングレア）の効果が期待できま

す。また、耳鼻科の診断または頭部画像（頭痛外来）の所見で鼻・副鼻腔に細菌性炎症

の可能性が考えられた場合には、鼻粘膜修復作用を有し、低用量で長期投薬も可能なマ

クロライド系の抗生剤（クラリス）を併用すると改善効果が期待できるものと考えます。 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：19歳 

ハンドルネーム：大学生

いつから頭痛がはじまったか：大学に入学してから 

質問内容：大学に入学してテニスサークルに入部したためコンタクトレンズを使い始め

ました。たまに頭痛が起こるのですが、そのときにコンタクトをしていると目の奥が痛

くなります。頭痛の時ってコンタクトレンズはしない方がよいのでしょうか？

A：もし、あなたが元々片頭痛なら、血管の拡張と炎症が脳幹部の三叉神経に伝わ

ることで起こる頭痛と考えられています。頭部や顔の感覚を脳に伝える三叉神経が片

頭痛によって刺激されると、顔や頭皮など頭部・顔面の末梢神経が過敏に知覚して

‘頭部’アロディニアが起こります。さらに末梢感作を通過して、片頭痛の情報が視床

（中枢神経）に到達すると、感覚神経の痛覚需要の領域が拡大し、頭痛側と反対側

の上肢を中心とした違和感（チクチク・ピリピリ感）が生じてくるとされています。これが 

‘頭蓋外’アロディニアと呼びます。アロディニアが生ずると片頭痛の治療薬トリプタン

の効き目が落ちることも分かっていて重要な症状です。さて、日常的には顔に風が当

たると痛い、頭皮がピリピリする、髪の毛を結んでいるのが辛い、ブラシやくしが痛くて

使えない、眼鏡、イヤリングが不快、痛い側が枕に当たると寝ていられない、手足のし

びれ感、腕時計が不快、ベルトがきつい、布団や毛布が体に触れると不快、眼鏡の縁

が肌に当たって痛い『コンタクトレンズがコロコロする』と言う人もいます。コンタクトをしていなくて

もゴロゴロと異物感があると言われる人さえいます。この場合、コンタクトが合わない、ひどい眼

精疲労かもと誤解する人もおりますが、そうではないことが多いと思います。 

対処法として、女性であれば、前髪が目にかからないようにする（光の乱反射を防ぐため）、

髪を束ねない（引っ張られない）、首や肩を締め付けすぎる洋服を着ない、格子模様（コントラス

トの強い）服を着ない、ブラウスのボタンを緩めることが有効です。ただ注意してほしいのは、通

常では感じない感覚で過敏になる“感覚症状”が出現する以前の段階では、普通の片頭痛では

なかったか？疲れ目や肩こりの頭痛だからと点眼薬や痛み止めや栄養ドリンクで我慢していな

かったか？を思い起こしてみてください。もし、“アロディニアのない”片頭痛から“アロディニアを

伴う”片頭痛に変容していっている場合には、片頭痛の慢性化の始まりであることもあります。

コンタクトを止めて眼鏡にしても不快なままでは困ると思います。頭痛学会認定の専門医による

『頭痛外来』の受診が望ましいと考えます。 

＊アロディニアとは、通常では疼痛をもたらさない刺激が、全て疼痛として、より（とても）痛く

認識される感覚異常のことで、異痛症とも呼ばれている。神経障害性疼痛などの慢性疼痛によ

く見られ、帯状疱疹後疼痛・片頭痛などの疼痛メカニズムとして注目されています。 



Q：性別：女性 

年齢：26歳 

ハンドルネーム：OL 

いつから頭痛がはじまったか：1年前頃から 

質問内容：経理部に配属されたころから月に１～２回程度頭痛が起こるようになり

ました。まず目がパチパチしてきて、次に肩がこり始めて、頭痛が始まるってわか

ります。このタイミングで市販の頭痛薬を飲めると弱い痛みですぐ終わるのですが、

タイミングがずれると痛みが続きます。そんな時は、一番痛い所の近くの髪の毛を

鷲掴みにして、思い切り引っ張りながら仕事をしています。気持ちよくて痛みが少

し和らぐ感じがするのですが、同僚の人達は「変！おかしいんじゃない」って言い

ます。私の気休め？やめた方がいいのでしょうか？ 

 

A：頭痛持ちの代表である片頭痛は、前駆期を経て、頭痛期に入り痛みが軽度の場合には市

販の鎮痛薬で症状を軽減できることもできます。しかし、適切な診断と治療がなされずに、

頭痛を繰り返しているとやがて慢性片頭痛へと変貌を遂げることが解ってきています。

Bigal ら・間中らは、内的要因として、遺伝・性格行動特性・内分泌。身体的要因（共存症）

として、肥満・いびき・睡眠時無呼吸・精神疾患・心理社会的ストレス・顎関節症。外的

因子として、鎮痛薬乱用（使用過多）・カフェイン・頭部外傷を挙げており、週１回以上鎮

痛薬を使用していると 11 年後の慢性片頭痛のリスクは 37.6 倍！になると報告されていま

す。 

さて、職場環境変更のストレスで大変お困りであると思います。あなたの場合は、片頭

痛を放置（治療しないで我慢していること自体）していることも大きなストレスになって

いるという認識が重要です。また、髪の毛や頭皮が不快でつらく感じるのは、脳の興奮性

の高まり過ぎとして起こるとされる過敏症状のアロディニア（異痛症）の可能性が高いで

す。脳では、前帯状回皮質や扁桃体、視床などの疼痛に関連する部位がネットワークを構

成し、統合的に疼痛情報処理を行っています。片頭痛の頻度が増える（我慢している・鎮

痛薬を服用しても根本的に減らない）と、この機能的統合性に変化が生じ、難治化・重症

化する可能性もあります。頭痛外来では片頭痛の慢性化を防ぐ（健康を守る）ために、早

期治療や予防療法、生活習慣の改善などの情報を提供していますので受診をお勧めいたし

ます。頭痛専門医による外来に加え、理学療法士・作業療法士・心理士・ヨガインストラ

クター・薬剤師・鍼灸師それぞれがチーム医療を積極的に行っている医療機関もあります

ので、“日本頭痛学会認定の頭痛専門医”にお尋ねください。 

アロディニア（異痛症）：＜頭皮アロディニア＞繰り返す片頭痛で脳が過敏になり、通常は痛くない刺激を痛みと感じること。例え

ば、顔に風が当たるとしびれていたい、眼鏡やイヤリングが不快、頭皮にくしやブラシが痛くて使えない、髪を結えない。＜頭蓋

外アロディニア＞さらに脳が過敏になると頭皮や顔だけでなく、腕時計、シャツ、ベルトや靴下もきつく感じる。 



Q：性別：男性 

年齢：46歳 

ハンドルネーム：おじさん

いつから頭痛がはじまったか：45歳を過ぎたころから 

質問内容：仕事はデスクワークで座っていることが多いため、頭痛が始まると首を回し

たり肩を回したりしながら、靴下の上から足の裏の頭痛のツボといわれている場所を指

圧し続けます。効いているような効いていないようなって感じです。薬をなるべく飲ま

ない主義なのですが、やっぱり痛い時は、薬を飲んだ方が良いのでしょうか？

薬以外に方法はないのでしょうか？

A：近年、薬（西洋薬）を飲まない、または薬と薬以外の治療（代替療法）とを組み合わせ

た治療により効果を引き出すことができるため、東洋医学による頭痛治療は脚光を浴びて

きています。漢方薬はもとより、鍼灸やツボ（正式には経穴）も重要な位置を占めてきて

います。ツボ（経穴）は、気・血・水のうち“気”の存在を前提として身体をめぐる無形

のエネルギーの流れる道を“経絡”と呼びその経路という道の主要な場所がツボ（経穴）

と考えられます。気の停滞により気鬱や気逆、気が足りない（気虚）などを治していくの

が漢方薬であり、気の停滞（邪気）が集まるのが身体に無数にあるツボ（経穴）と考えら

れています。 

頭痛に関連するツボは、百会・風府・風池・天柱・肩井…など数多くあります。緊張型

頭痛に良いとされるのは、『風池（ふうち）』：頭を支える２本の太い筋（僧帽筋）僧帽筋の

左右両側にあります。首筋のこりや痛みからもたらされる頭痛や手足のしびれ、眼性疲労

などにも有効で、頸の後ろの髪の生え際のくぼみにある。乳様突起（耳の後ろの突起）と

天柱の中間ここを刺激することで即効性も期待できます。『天柱（てんちゅう）』： 頸の後

ろの髪の生え際で、二本の太い筋肉の外側にある。前述の『風池』の少し内側にあります。 

一方、片頭痛に有効とされるのは『頷厭（がんえん）』：側頭部にあり、前髪際外角部と耳

介頂点を結んだ上 1/4 の点です。なお、片頭痛の方でも筋性ストレスが強い方には、『風池』・

を押し重く響くようにする、『天柱』をマッサージする“天柱マッサージ”有効です。日本

頭痛学会ＨＰの市民向けの“頭痛を知る”に頭痛体操が載っております。ツボと組み合わ

せるとより有効であると思います。 

 間中らは、頭痛の芽（芽）として内的要因として、遺伝・性格行動特性・内分泌。身体

的要因（共存症）として、肥満・いびき・睡眠時無呼吸・精神疾患・心理社会的ストレス・

顎関節症。外的因子として、鎮痛薬乱用（使用過多）・カフェイン・頭部外傷を挙げており、

痛いからと安易に痛み止めを飲むは止めるべきです。頭痛の芽を減らすことをしても回数

が減らない・生活や仕事に支障がある場合には日本頭痛学会認定の頭痛外来の受診をお勧

めいたします。 



Q：性別：女性 

年齢：17歳 

ハンドルネーム：ヒナ 

いつから頭痛がはじまったか：2年前(2013年秋) 

質問内容：脳脊髄液減少症の可能性はありますか？ 

発症直前に大きな怪我はしていません。頭や身体に強い衝撃を受けた可能性がある

として考えられるのは発症の 1 年前までやっていた剣道です。衝撃を受けてから 1

年後に発症することはあるのでしょうか？ 

 

現在の症状(毎日) 

・頭痛(寝ていても痛いが起立時よりは楽) 

・首や背中の痛み 

・顎の痛み、顔が常にこわばっている感じ 

・立つだけで脈がはやくなる 

・朝、起きれない  などです。 

脳脊髄液減少症の主症状である目眩は調子が悪い時、たまに起こりますが数秒でお

さまります。今は起立性調節障害と診断されていますが頭痛薬はあまり効きません。 

 

A: かなり長期にわたりお困りですね．脳脊髄液減少症は、なんらかの原因で髄

液が入っている脳脊髄腔から髄液が漏出し、脳脊髄液が減少して、大脳・小脳・脊

髄などが下垂し、頭痛だけでなく中枢神経系・自律神経系・循環器系・感覚系・免

疫系・消化器系、その他に倦怠・易疲労など多彩な症状が現れる病態とされてい

ます。本邦でもここ10数年，原因のあるもの原因のないもの（特発性）の報告も増

えていますが，決定的な確定診断がないのも現状といえます． 
外傷（受傷）時に髄液圧が一気に上昇したことにより、くも膜が剥がれたり，神経

根部で硬膜がメッシュ状に弱って留まっていれば、数年後の軽微な外傷でもメッシ

ュ状弱った硬膜から硬膜外に髄液が流れ発症することもあると考えられています．

お困りの各症状ですが，脳脊髄液減少症が関与している可能性はありますが，そ

れ以外の原因がないのか今一度考えるべきではないかと考えます．つまり“慢性

連日性である頭痛”としてとらえるべきだと思います．頭痛もちの代表である片頭

痛をこじらせて（慢性片頭痛や薬剤使用過多にともなう頭痛を併発していない

か？），慢性緊張型頭痛はないか？持続性片側頭痛・新規発症持続性連日頭痛

も混ざっていないか？さらに，起立性（起立時におこる）頭痛では、脳脊髄液減少

症（脳脊髄液漏出症）と体位性頻脈症候群（体位性頻脈症候群は頭痛やめまいの

合併が多く、睡眠相が後退し朝起きれないことや鎮痛薬の効果がない疾患）の鑑

別も必要です。当時の剣道で脳脊髄液が漏れたのではないか？という不安がスト



レスとなり自律神経（交感神経）を緊張させて頭痛症状が強くなることもありますし、

くしゃみだけでも髄液が漏れるとも言われていますし，誘因がなくとも漏れるとも報

告もあるぐらいですから，当時のことをあまり責めすぎないことも大切です。単に

‘起立性調節障害による頭痛’とあきらめないで、もう一度、可能性のある各種頭

痛性疾患の診断のために、頭痛外来での診察と検査をお勧めいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q：性別：男性 

年齢：59歳 

ハンドルネーム：ジージ 

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：後頭部の片側に数秒から 30 秒くらい発作的に刺すような痛みが繰り返しあ

ります。これは頭痛なのでしょうか？ 

また、食べ物を噛むと下顎あたりの筋肉も痛くなります。何が原因でしょうか？ 
頭痛外来を受診すればよいのでしょうか？ 
 

A：後頭部の片側でありますが、新たな頭部痛が起こってきているのであれば、頭

痛国際分類 4.7 の『一次性穿刺様頭痛』以下，診断基準です． 
A. 穿刺様頭痛が単回または連続して起こり，次の B~D を満たす 

B. 専らまたは主として，三叉神経の第１枝領域（眼窩，側頭部，および頭頂部）に生ずる． 

C. 穿刺様頭痛の持続時間は数秒以内，不規則な頻度（１日あたり１回から多数）で再発す

る． 

D. 頭部自律神経症状がない． 

E. 他に最適な ICHD-3βの疾患がない 
食べ物を噛むと下顎あたりの筋肉が痛いというのは，三叉神経第三枝の痛みの

可能性が高いです。一般に、片頭痛の患者さんは、歯ぎしり・くいしばりが多いです

が、あなたは歯ぎしりやくいしばりが以前からありましたか？この場合には、11.2.5 
『頸部筋筋膜痛による頭痛』併発も考えられ、この筋筋膜痛に起因する緊張型頭痛

（頸部筋肉が持続的な圧痛と同筋肉の持続する収縮がある）や筋筋膜痛からの関

連痛であることがあります。 
また，今回の症状が初めてであり，かつ急に起こっている場合には，後頭部の片

側であり（後頚のうなじではないと読めますが）念のために椎骨動脈という頸椎の骨

の中を走っている動脈壁が引き裂かれて解離するときに感じる痛み（急性に起こる

一側（解離した椎骨動脈の側，まれに両側もある）の項（うなじ）部や“後頭部”の持

続的な痛みです．一部の患者さんは，くも膜下出血や脳梗塞（多くは延髄などの脳

幹）という重篤な神経疾患の発症となる前駆症状（警告サイン）であることがありま

す．したがって，お困りの症状だけで一つの疾患に絞り込むことは難しいですが，神

経痛特に、三叉神経痛に関連した病気の可能性が高いと考えます．三叉神経とは

脳幹という脳の幹から１２対ある神経の一つであり，脳幹の三叉神経領域の血管と

神経を脳 MRI 画像で見るとともに腫瘍などの除外のための検査を受け，頭痛専門

医による診察を受けることをお勧めいたします． 
 



Q：性別：男性 

年齢：26歳 

ハンドルネーム：会社員 

いつから頭痛がはじまったか：今年から 

質問内容：頭が痛いと顔や手足がピリピリと痛みを感じるときがあります。これは、

頭痛とは関係のない別の病気なのでしょうか？ 

 

 

A：あなたのお困りの症状の診断には、もし、今年初めて経験のない症状として出

現し、１～２年以内に一度も脳画像検査を受けていないのであれば一度は撮りま

しょう．これで異常なかったならば，過去に人混みや急性ストレス中や休みの日な

どにだるさ（生あくびや涙）の後に光・音・臭い過敏を伴う動作で悪化する後頸筋の

こわばりや目の奥の拍動（ズッキンまたはぎゅーっとした痛みを５回以上経験があ

れば片頭痛である可能性が高いと考えます．頭痛に伴い顔や手足がピリピリと痛

いのは，片頭痛に関連するアロディニア（異痛症）の疑いが高いと考えます．この

アロディニアの原因は，繰り返す片頭痛で脳が過敏になり，通常は痛くない刺激を

痛みと感じることで，眼鏡・コンタクトレンズやイヤリングが不快，枕が頭皮にチクチ

クする・櫛やブラシが頭皮に痛いなることを“頭皮アロディニア”と呼びます．一方，

片頭痛を放置するとさらに脳が過敏になるため，頭皮や顔にとどまらず，首から下

に進展した『頭蓋外アロディニア』として手足の異常感覚であるシャツ・腕時計・水

が痛く感じたり，ベルトがきつい・靴下もしびれて感じることもあります．これらのア

ロディニアを伴う頭痛持ち（片頭痛）の場合には，市販薬は全く無効と言ってよく，

片頭痛治療薬であるトリプタンも効果は乏しいことが分かっています．頭痛外来を

受診いたしますと，予防薬（発作回数を減らす・程度を軽くする・持続時間を短くす

る・トリプタンの効き目を確実にする）の服用や非薬物療法（ライフスタイルのアド

バイスや様々な代替療法の指導）をしていただけると思います． 

 

Q：性別：女性 

年齢：51歳 

ハンドルネーム：yako 

いつから頭痛がはじまったか：何年も前から 

質問内容：腹筋や背筋 ヨガなどの寝姿勢から 急に頭を持ち上げる姿勢になった時に 

グワングワンと激しい頭痛がする時があります。 

頭を垂れて 安静にしていれば治まるのですが 皆と一緒の動きが出来ません。 

何故でしょうか？対処法を教えてて頂けると助かります。 

 



A：お困りですね．普段，起立時に立ちくらみや“ふわふわとするめまい感”は

ありますか？体動（急に頭を持ち上げる動作）でグアングアンとはふわふわと

平衡機能障害（片頭痛に伴う自律神経障害）を合併した頭痛（拍動性頭痛）で

安静で改善しており，片頭痛を第一に疑います．また，頭の位置が変化して内

耳にある三半規管が刺激されると、それに反応して、短時間の回転性めまいが

生じます（これは片頭痛と同じく女性に多い（全体の７割）ことが報告され，

平衡感覚神経の過敏ともいえる“良性発作性頭位変換性めまい”か，これは頭

を動かしたときに自分自身か周囲のものが回転しているような感覚が短時間生

じます．吐き気や嘔吐がみられることがあり，眼球の動きが異常（眼振：眼球

震盪という自分の意思とは関係なく眼球が動く現象）になることもある疾患で

す．または，片頭痛に伴って認められる自律神経症状（起立性低血圧）と片頭

痛に伴う動作過敏（人混みでの体動で悪化）の可能性を考えます．頭痛持ち（片

頭痛）のひとは，慣れないことを突然開始すると悪化することが多いので，徐々

に動作を始めることで軽減すると思います．また，少し糖分（黒糖など）を摂

取し，脳にエネルギーを補給してから運動を行いましょう．なお，念のため頭

痛外来で他の因子（副鼻腔疾患・採血で貯蔵鉄や甲状腺ホルモンや微量炎症物

質など）についても検査と診断を受けることをお勧めいたします． 

 



Q：性別：男性 

年齢：18歳 

ハンドルネーム：バイト君 

いつから頭痛がはじまったか：３か月前頃から 

質問内容：半年前から３か月程、飲食店でバイトを、バイト中はインカムを付けて

いました。最初のうちは、雑音が気になりインカムを付けていない方の耳に膜がは

っているような感じでしたが、そのうち頭痛がするようになりました。頭痛はその

日によって左右どちらかか全体だったり、鈍痛でとても頭が重くなりました。周り

のバイト仲間は、僕のような症状はないと言ってました。原因は、インカムかもと

思いバイトはやめたのですが、まだ、たまに頭痛がして吐き気がする時もあります。

バイトをやめたら頭痛は治るかと思っていたのですが、治るでしょうか？ 

 

A：頭痛もち頭痛（片頭痛）のメカニズムには諸説がありますが、頭部・顔面の知覚を

脳に伝える三叉神経が密接に関与しているとする三叉神経血管説が有力とされていま

す。脳の血管は収縮と拡張を繰り返し脳内の血流量を一定に調整しています。この調整

しているのが血液中の血小板から放出されるセロトニンという神経伝達物質です。何ら

かの誘因（トリガー）で、セロトニンが大量に放出されると、脳の血管は収縮します。

そのセロトニンが放出され尽くすと、その反動で脳の血管は急に拡張します。その刺激

によって血管周囲の三叉神経の終末から炎症物質が漏れ出て、神経の炎症が血管周囲に

波及し、痛みが大脳に伝えられるとされています。  

あなたは人混みや騒音などが苦手ではありませんでしたか？そうだったならば元々

片頭痛持ちであった可能性はあるのではないかと考えます。人混みや高温で騒音や不快

な臭い環境を誘因（トリガー）となって発作が強くなった可能性があります。 

国際頭痛分類（ICHD3β）では、  

1.1 前兆のない片頭痛（ Migraine without aura ）の診断基準：  

A 。 B ～ D を満たす頭痛発作が 5 回以上ある  

B 。 頭痛の持続時間は 4 ～ 72 時間（未治療もしくは治療が無効の場合）  

C 。 頭痛は以下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の）により頭痛が増悪する、あるいは頭痛の

ために日常的な動作を避ける  

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（あるいはその両方）  

 2 。光過敏および音過敏  



E 。 ICHD3βに適切な診断がない。 

ここで、C 項目をよく読むと、頭痛は以下の特徴の少なくとも“ 2 項目”を満たすと記さ

れており、＊つまり、いつも片側とは限らず両側のこともあってもいい。また、拍動しな

くてもよく、D 項目をよく読むと、頭痛発作中に少なくとも以下の “1 項目”を満たすと

記されており、＊つまり、いつも光過敏および音過敏がなくても悪心または嘔吐（あるい

はその両方）があるだけで良いことになります。以上より、片頭痛（前兆のない片頭痛）

の診断基準を満たします。片頭痛は、インカムやバイトだけが誘因（トリガー）ではなく、

日常生活に多く潜んでいます。我慢や頭痛薬（鎮痛市販薬）では、根本的には治るもので

はないとお考え下さい。 

 
 

 

 

Q：性別：女性 

年齢：45歳 

ハンドルネーム： 

いつから頭痛がはじまったか：ここ何日か 

質問内容：ここ数日、なんだかよくわからない頭痛が続いています。症状は、首こり？

肩こり？首から肩にかけてパンパンにはっています。瞼は重く、瞼を押すと痛みがあり

ます。また、ドクドクと脈打つような痛みもあります。これって、片頭痛でしょうか？

安静にしていれば治りますか？ 

 
A：数日も続く頭痛は苦痛ですね。市販薬だけでは対処できない方というのは、頻繁に

頭痛発作に悩まされている方だけでなく、あなたのように、一度の頭痛の持続が長い（１

日以上長いと 2～3日）、再発しやすい（安静にして寛解したと思ったら、普通の生活で

また再発する）、程度が重い（日常生活が制限される、つまり安静にしていないと悪化

する、結局寝込むことと同じ）場合には、市販薬（鎮痛薬）で我慢しているとこじらせ

てしまうことになります。 

あなたご自身もただの肩頃としては、変だと察しておられるように、後頸の付け根（こ

れは肩ではなく、首、せめて首と肩の付け根とお考えになって結構です。もし、肩の筋

肉の凝りであれば、血流を改善するために暖めたり揉んだり運動したりして良くなりま

す。しかし、脳が原因の片頭痛による“首こり”後頸部領域は、三叉神経と頸神経が複

合体を作っており、神経終末から神炎症物質が放出され、後頸部領域はパンパンに盛り

上がるように圧痛を生じます。片頭痛では、前段階で脳の血管が収縮し、その反動で拡

張しすぎてしまい、ドクドクと脈打ちながら大脳へ痛みが伝わります。患者さんによっ

ては、波が押し寄せるようにとおっしゃる方いらっしゃいます。また、片頭痛の方は、



頭部だけが痛むということはほとんどなく、後頸の付け根やこめかみ、さらに“目の奥

や瞼”がトックントックンと重く痛いことも多く、めまいに耳鳴りや頭部や一部腕や身

体に、不快を伴うしびれも伴うことも特徴とお考え下さい。 

 



Q：性別：女性 

年齢：15歳 

ハンドルネーム：ソフトテニス部

いつから頭痛がはじまったか：2014年 5月～ 

質問内容：ソフトテニス部です。毎日練習があります。雨の日も筋トレや階段ダッ

シュがあり、その日はとてもつらいです。自分では、偏頭痛だと思っていますが、

治し方、薬の種類などがよく分かりません。痛い時は特にジャンプすると痛みが増

します。どうすればよいですか？ 

A：片頭痛とは、ただ片側の頭の痛さだけではなく、疼痛よりも日常生活を阻害して

しまう様々な神経症状（視覚症状・感覚症状・自律神経症状）や環境（悪天候など

低気圧や高温で悪化）ことが特徴です。片頭痛の方の脳は興奮性が高いという遺伝

的素因があることが分かっていますが、画像で異常がないと言われ、ただの頭痛だ

から痛み止めを飲んでなさい！と言われ、市販薬の連用が始まってしまう方も多い

のも実情です。ここ数年の薬が効いているのか？いないのか？誘因（人混み・高温・

空腹・急に運動を開始したこと・突然運動を止めたこと・ドリンクを含むカフェイ

ンなど）や、さまざまな随伴症状（自律神経症状・胃腸症状）、倦怠・吐き気・め

まい・しびれ・頭の痛さ、肩と誤解が多い首スジの圧痛）、症状の強さ・長さ・支

障度と、治療薬（何を飲んでどうだったか？）を頭痛ダイアリー（頭の痛さだけで

はない脳症状日記） 

に書いてみることをお勧めいたします。 

余裕がありましたら、天気・気温や生理（月経）・体温との関連（高体温後の生

理-１日目が多い？外気から室内に入った後？）、クラブのイベントとの関係（緊張

の後？）、起立での増悪や夕方の頭痛（脳脊髄液減少の可能性）、曜日との関係（平

日の午前に多い？）や、食事の種類との関係（亜硝酸塩が多いジャンクフード）を

客観的に記録してみて、起こり方（涙・あくびの予兆ありか？）や、平日登校時に

起こる？暖房の効きすぎた風通しの悪い部屋の環境、ブルーライト（テレビだけで

なくスマホやゲーム）の多さなどライフスタイルを見詰め直してみましょう。脳の

特徴（痛みのない片頭痛とされる自家中毒症状があったか？吐き気や腹部の不快が

多かったか？ など）も思い出しながら書いてみましょう。また、お母さまが生理

痛（片頭痛）に悩まされていなかったか？なども思い出して書いてみましょう。ぜ

ひ、日本頭痛学会認定「頭痛外来」を受診することをお勧めいたします。

きっとあなたの脳の状態を診断してくれると思います。

繰り返す（反復性）頭痛は、一度良くなると、それまで悪かったことが不思議なく

らいすっかりと良くなることを経験していますのであきらめないで治療を受けてほ

しいと思います。 

http://www.jhsnet.org/dr_medical_diary.html
http://www.jhsnet.org/ichiran.php


Q：性別：女性 

年齢：32歳 

ハンドルネーム：

いつから頭痛がはじまったか：半年前に転職してからひどく 

質問内容：時々片頭痛に悩まされていましたが、今いる会社に入社してから、以前より

も頭痛が更にひどくなったきがします。原因は多分、受動喫煙ではないかと、喫煙場所

は決まっているのですが、今の会社は営業マンでタバコを吸う人が圧倒的に多く、机で

プカプカ吸っていても誰も注意しません。受動喫煙により、片頭痛が増加するというこ

とはあるのでしょうか？ 

A：片頭痛の患者さんは、国際頭痛分類（ICHD3β）の診断基準にあるような光や音に過

敏になるのは良く知られています。一方、臭い（“いい臭い”・“嫌な臭い”いずれも）

にも過敏で興奮しやすい脳が特徴の片頭痛の患者さんには、片頭痛の誘因となりやすい

ことが明らかになっています。  

第 12 回国際頭痛学会で発表され、頭痛医療推進委員会でまとめられた「４項目スク

リーナー」（下記）によりますと

１． 歩行や階段の昇降など、日常的な動作によって頭痛がひどくなることや、ある

いは動くよりじっとしている方が楽だったことがどのくらいあったか？ 

２． 頭痛に伴って吐き気がしたり、胃がムカムカすることがどのくらいあったか? 

３． 頭痛に伴ってふだん気にならない程度の光がまぶしく感じることがどれくら

いあったか? 

４． 頭痛に伴って臭いが嫌だと感じることがどれくらいあったか?  

５． 1～4の質問に□なかった、□まれ、□ときどき、□半分以上の 4段階に分けて

判定してください。 

６． 1～4の質問の２項目以上で「ときどき」あるいは「半分以上」と回答した場合

を「片頭痛陽性」と判定します。4項目中、２項目以上陽性の場合は、片頭痛で

ある確率は 90%以上です。 

また、あなたは時々片頭痛に悩まされていらしたことから脳の興奮性は高まって

いる可能性も疑われ、より敏感になっているものと診断いたします。片頭痛を根本

的に治すために日本頭痛学会認定の頭痛外来を受診されることをお勧めいたします。 

喫煙は、がんをはじめとする悪性腫瘍や COPD（閉塞性肺疾患）・慢性気管支炎の最

大の原因です。タバコにはヒ素やカドミウム、DDT（殺虫剤）・シアン（青酸）のほ

か、ダイオキシンなど 4000種類以上の化学物質と 200種類以上の有害物質、60種

類以上の発癌物質が含まれています。また、タバコは生活習慣病である心血管疾患

のリスクとして確立しています。さらに脳に有毒（認知症の原因）であることも明

らかになっています。健康阻害の観点から受動喫煙は絶対に避けるべきです。 



Q：性別：女性 

年齢：14 歳 

ハンドルネーム：受験生

いつから頭痛がはじまったか：中学 1 年生の頃 

質問内容：私は中学 1 年生の頃から長時間同じ姿勢でいたり、物事に集中し

ていたり、頭を使う作業をしていたりすると頭がズキズキとしてきて頭痛が

始まります。勉強が嫌いで、頭を使う作業が向いていないんだと思っており

ますが、さすがに今年は高校受験で頑張って勉強をしているのですが、頭痛

が邪魔をします。何かよい方法はありませんか？ 

A：片頭痛は，生あくび（だるさ）などの予兆から始まり，動作で悪化する吐き

気を伴う拍動性頭痛を繰り返し日常生活に支障をきたす疾患で，診断（正しい

診断まで平均 10 年以上かかる報告）にいたらず我慢したり，市販薬でごまかす

ことを繰り返すと慢性化していくことが分かっています．脳の過敏性（反応の

良さ）が基盤にあり，様々な要因（誘因）があります．その一部は，不規則な

食事(空腹やダイエット)・運動・人混み・温度変化・気圧変化・臭い・光・音・

月経・ストレス中（解放）・寝過ぎ・“無理な姿勢”などが考えられています．  

勉強が向いていないということではなく，長時間の同じ姿勢が脳を不快にさ

せている可能性があります．片頭痛の人は，偉人（芥川龍之介、アインシュタ

イン、ショパンなど）が多く，頭の回転が速く（理解力が優れ）むしろ頭を使

う作業に向いており得しているとも言えます．環境や日常生活リズム（些細な

変化）により，脳が過敏に反応し過ぎるため時折体調不良を来たし，少しだけ

損をする体質を持っていると認識してほしいと思います．ただ，受験勉強は無

理な姿勢も増えますし，入学試験も大きなイベント（変化）です．日本頭痛学

会専門医による頭痛外来を受診してみることをお勧めいたします．予防や対処

法を説明していただけると思いますよ． 



Q：性別：女性 

年齢：22 歳 

ハンドルネーム： 

いつから頭痛がはじまったか： 

質問内容：素朴な質問なのですが、「偏頭痛」と「片頭痛」はどう違うのでしょ

うか？本当はどっちが正解なのでしょうか？教えて下さい。 

 

A：日本の医学会用語（医学用語集）では，「片頭痛」が正しいと表記されてい

ます．体内の気・血・水のバランスを重んじる中国医学では，体内の何らかの

偏りによって，偏った治りにくい頭痛という意味で，「偏頭痛」が正しいとされ

ている様です． 

「片頭痛」という病名は，誤解を招きやすいのですが，“片側の頭が痛い頭痛”

という症状名ではなく，疾患概念ととらえることが大切です．実際に‘片’頭

痛と言っても４割は両側性です．片頭痛はギリシャ時代の hemicrania にさかのぼ

ります．「hemi」とは，例「hemi-paresis」を片麻痺（片側麻痺）と訳すように片

側を表します．その後，hemicrania は，emicrania→micrania→migraine（現在の国

際用語）と変化してきました．この現在の migraine を昔の名残りの用語である

“hemicrania”を「片頭痛」と翻訳したと考えられます． 



Q：性別：女性 

年齢：52 歳 

ハンドルネーム：フリーライター

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：私の仕事はフリーライターです。取材をしたりパソコンのインタ

ーネットで調査したりしながら原稿を書いて（入力）います。週の半分は外

に出て、後の半分はパソコンの前で作業をしています。パソコンでの作業中

のこと、もともと肩凝りだったので昔から首から肩が痛いのと肩がパンパン

な時は頭痛もあったのですが、最近は老眼が始まり夕方になると目頭が痛く

なり頭痛が始まります。整形外科なのか神経内科なのか眼科なのか、どの診

療科を受診すればよいのでしょうか？ 

A：どの診療科か？お悩みでしたら日本頭痛学会の認定した専門医が診療するい

わば“頭痛科”に該当する『頭痛外来』がよいでしょう。これは，ある病院で

頭痛を多く見ている外来という呼び名の外来ではありません。専門医の認定を

受けるためには、その前にすでに神経内科や脳神経外科の専門医であることが

条件です。さらに学会が認定した教育研修施設で数年の頭痛の診療経験があり、

代表的な片頭痛・群発頭痛や薬剤使用過多による頭痛症例のレポートを提出し

なければなりません。また、頭痛に関する学会発表や論文（著作）があること

も条件です。さらに頭痛に関連する広い見識を脳科学に基づいた脳や血管の解

剖・生化学・薬理学および診断と治療に関する専門医試験に合格したことをも

って専門医に認定されます。その後も 5 年ごとに更新するためには、頭痛学会

総会に参加したり、関連学会で研さんを積み常に頭痛の病態や治療のアップデ

ートが求められています。頭痛に関連するお困り事は、いわば“頭痛科である

『頭痛外来』”を受診してみてください。 



Q：性別：女性 

年齢：32 歳 

ハンドルネーム：会社員

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：毎日すごく暑い日が続いており、会社ではビンビンにクーラーをか

けています。来客も多く営業マンの出入りもあるので、外からオフィスに入っ

てきた人達にはちょうど良い室温なのでしょうが、1 日オフィスにいる私にとっ

てはちょっと寒いくらいです。最近、頭痛や肩こり、腹痛などの症状が出るよ

うになりました。なるべく温かいものを飲むようにしているのですが、薬は頭

痛薬と腹痛薬を一緒に飲んでも大丈夫でしょうか？ 

A：頭が痛いから頭痛薬（鎮痛薬）、お腹が痛いから腹痛薬というように何らか

の結果として起きた症状だけを標的にしての薬（対症療法）では治療効果は乏

しいと考えられます。何度もひどい症状をきたす原因を診断してみましょう。

あなたは、不快な人混みなどで臭い音を誘因として起こる『前兆のない片頭痛』

と、頭痛もちであり腹痛も起こす『腹部片頭痛』または『再発性消化管障害』

の可能性が高いです。片頭痛は、セロトニンという神経伝達物質が関与してい

ます。片頭痛の方の脳は状況が不快だと脳が感じたらセロトニンが低下するこ

とがひとつの病態と考えることができます。セロトニンは中枢神経系の中で脳

機能全体のリズム（睡眠・体温調整など）を整えており、また不安・衝動性・

攻撃性・強迫観念・うつ状態・自閉症・薬物依存などの病態に大きく関与して

います。また、三叉神経血管系の炎症ともいえる片頭痛では、セロトニンは発

痛物質・血管に作動する物質として働きます。つまり、脳の血管が収縮ののち

過剰拡張して頭痛を発現します。一方、セロトニンは消化管の運動に大きく関

与しており、消化管運動機能障害により腹痛を来します。なお、片頭痛では三

叉神経頚神経複合体が後首筋近傍にあり、首こりも高率にきたすことも特徴で

す。 

ICHD-3.1.6. 片頭痛に関連する周期性症候群 

そのサブフォームには， 

1. 〔再発性消化管障害〕

2. 〔周期性嘔吐症候群〕

3. 〔腹部片頭痛〕

4. 〔良性発作性めまい〕が含まれる．



Q：性別：女性 

年齢：34 歳 

ハンドルネーム：新米ママさん 

いつから頭痛がはじまったか：4 月の出産後から 

質問内容：私はもともと食べ物の好き嫌いが多いのですが 4 月に出産して授

乳で子育てをするようになってから貧血が出始めました。先生からは鉄分不

足と言われ食生活の見直しを勧められ、食べ物に注意してはいるのですが、

頭痛も伴います。貧血と頭痛って関係があるのでしょうか？鉄剤の内服を始

める予定ですが、貧血が治れば頭痛も治るのでしょうか？ 

 

A：頭痛持ちの代表である片頭痛は、様々な誘因があります。その中で女性ホル

モンの変化（月経）が大きな誘因になることが分かっています。あなたの場合

には、妊娠中に止まっていた女性ホルモン（エストロジェン）の変動が出産後

に再開したことにより片頭痛が増えた可能性が高いと診断します。一般に鉄は、

１日に男性で 8mg/dl、女性で 11mg/dl 必要とされ、相対的に女性に貧血は多く

（10 名に１人）なります。一般に貧血は高度になると身体に酸素が足りなくな

り、倦怠感・息切れ・動悸・爪の病気や頭痛を呈する可能性があります。一方、

貧血には貧血そのもの（血が薄い）は身体に影響し、鉄欠乏（特に貯蔵鉄）は

脳や脊髄の神経に影響が考えられます。ところで、片頭痛の病態には血管の拡

張が関与しています。光・音・臭いや人混みおよび乗り物などは精神的肉体的

ストレスとして脳が不快に感じ、気分ホルモンでもあるセロトニンが低下して

しまい、体調の変化（イライラや過食）や予兆（生あくび、流涙、倦怠など）

の後に、セロトニン欠乏により血管の拡張を来たし、片頭痛の進展につながる

可能性が高くなります。ここで、セロトニンの生合成には、酵素として鉄が必

要とされています。したがって、あなたの場合には、出産後の女性ホルモン（エ

ストロジェン）の変動の再開や鉄欠乏を含む貧血と、もしかすると片頭痛の頻

度増加による鉄の消費による鉄（貯蔵鉄）の減少などによりさらにセロトニン

機能低下により血管の収縮拡張の不安定が増悪して片頭痛病状の増悪を来して

いる可能性が高いかもしれません。‘鉄欠乏性貧血’には、ひじきや貝類および

ほうれん草を摂取いたしましょう。なかなか増えない場合には、ビタミンＣと

併用した鉄剤の服用が効果的である場合があります。貧血だけでなく、頭の痛

さ以外の“脳の症状”について頭痛外来の受診をお勧めいたします。  

 

 



Q：性別：男性 

年齢：28 歳 

ハンドルネーム：会社員

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容： 最近、頭痛と耳鳴りが起こります。そして食事の時、あごがかくか

くと音がして耳にかけて多少痛みがあります。これって、頭痛、耳鳴り、あご

は何科に行けば見てもらえるのでしょうか？ 

A：頭痛だけでなく耳鳴りと顎の痛みもありお困りと思います。頭痛外来で多く

の患者さんを診療していますと、大きく①片頭痛を発症後に、「片頭痛は年とと

もに良くなると聞いた」・「頭痛ぐらいで病院に行けない」・「頭痛は、検査で異

常なく肩こりが原因だと言われたから」と市販薬（消炎鎮痛薬）などで我慢し

続けしまった（適切な治療を受けていなかった）中高年者、②幼少時から片頭

痛をお持ちであったにもかかわらず長年（10 年から 20 年以上）診断に至らず、

長い間未治療であった患者さんでは、あなたのような症状（頭痛だけではない

不快な脳由来のさまざまな症状；耳鳴り（片側だけでなく両側）・めまい・しび

れ・噛み締め症など多数）を呈する方が少なくありません。一般に、片頭痛の

患者さんは、脳の興奮性が高く、くいしばりや歯ぎしりが多いとされています。

あなたは歯ぎしりやくいしばりが以前からありましたか？もしそうであるとす

ると、二次性に顎関節症関連症状や胸鎖乳突筋起始部から終点（乳突起）に関

連痛として耳周囲に痛みがある可能性があります。さらに通常は、後頸部（三

叉神経頚神経複合体付近）に圧痛が多く認められますがいかがでしょうか？ま

ず、あなたの主訴である頭痛の片頭痛関連症状としての耳鳴りと顎の痛みが起

こっている可能性を考えて『頭痛外来』を受診した上で、二次性に顎関節障害

が高度であることが分かれば、適切に歯科口腔外科にナビゲートしていただけ

ると思います。



Q：性別：男性 

年齢：29 歳 

ハンドルネーム：会社員

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：最近、視力が落ちてきていると感じていたのですが、2～3 日前、

残業でパソコン操作をしており、疲れてきた時に頭が締め付けられるような

痛みとともに視界がぼやけてきました。ビックリして仕事は中止し、しばら

く休憩してから帰宅しました。その後、同じ症状は出ていないのですが、原

因はなんでしょうか？放置しても大丈夫でしょうか？ 

A： 片頭痛の脳の方は、脳の興奮性が高いことが特徴であり、パソコンなどの

LED ブルーライトが、片頭痛の誘因（脳を不快にさせ興奮させてしまう）となり、

無理な姿勢も相まって締め付け（緊張型の片頭痛）タイプの片頭痛が起きて、

随伴症状として視界がぼやけたり、体調不良もともないパニック（びっくり）

に陥っているのではないか？考えます。 

片頭痛と聞くと、光がちかちかしたり、音がうるさく感じて、生あくびから

片側のこめかみの拍動性頭痛と吐き気（タイプ①）が有名ですが、光が眩しく

感じて視野がかすみ、生あくびなど倦怠から両側の側頭から全体が内側に締め

付けられる（タイプ②）や、光が眩しさと生あくびから片側（または両側）の

目の奥からズキズキ・チックンとする（タイプ③）もあると報告されています。 

世界的に有名な Burstein R。（バーンスタイン教授）は、 

・タイプ①を爆発タイプ、

・タイプ②（あなたの疑いタイプ）を締め付けタイプ➡片頭痛の主役である

三叉神経が頭蓋骨の外にも出ているため、頭蓋の外から締め付けられる、 

・タイプ③を目の奥タイプと命名しました。

あなたのように視覚機能に関連・随伴しておこる頭痛症状を“ひどい眼精疲

労”のために起きたと決めつけておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、

一度、頭痛外来の受診をお勧めいたします。 



 

 

Q：性別：女性 

年齢：48 歳 

ハンドルネーム：パート 

いつから頭痛がはじまったか：1 年前頃から 

質問内容：夜 10 時～朝６時までのパートで朝方に眠気と頭痛が始まります。帰

宅後すぐに寝ようと思うのですが、自宅に戻ると眠気が薄れ、頭痛も治まるの

で、つい家の用事をして昼過ぎから 1 度寝て、少し早めの夕食後も少し寝てか

ら、パートに出かけます。睡眠時間はトータル４～５時間です。頭痛と睡眠不

足って関係あるのでしょうか？ 

 

A：睡眠障害は、頭痛を悪化（慢性化）させ、慢性頭痛は、睡眠障害を悪化させ

ます。睡眠不足も寝すぎも片頭痛を増悪させることが分かっています。あなた

の場合は、深夜から早朝に疲労や血糖が下がり、交感神経優位状態から副交感

神経へシフトするときに血管（動脈）がゆるみ、朝方に頭痛が生じていると考

えます。自宅にもどると体内時計が朝になり（また交感神経優位へシフト）、拡

張した血管（動脈）がもとに戻り、頭痛も改善していると考えます。 

苛酷な就労状況と生活でいらっしゃいますね？通常では、朝起床して光を浴

びると、脳にある体内時計がリセットされ活動状態に入ります。同時に、体内

時計からのシグナルにより、“メラトニン”の分泌が止まります。このメラトニ

ンは、約１４時すると体内時計からの指令でまた分泌されます。この増加する

メラトニンの作用によりヒトは深部体温が低下し、休息に適した状態と眠気が

自然に生じるようにできています。あなたの場合は、概日リズム睡眠障害の交

代勤務による睡眠障害（とその他のリズム障害）に該当すると考えます。睡眠

障害（特に深睡眠と REM 睡眠不足が長期になると脳内セロトニンを枯渇させる）

は、長期かつ頻回に及ぶと（月に 2～3 回は止むを得ません）ホルモン異常や視

床下部機能不全を来たしかねません。「爽快感」でなく「疲労感」で目覚めるよ

うな場合には、身体からの不調のサインかもしれません。 

片頭痛の予防や治療には、頭痛ダイアリーに睡眠ダイアリー（起床時刻と就

寝時刻）も併記することにより、睡眠習慣を整えることが大切です。 

 



Q：性別：男性 

年齢：17 歳 

ハンドルネーム：学生

いつから頭痛がはじまったか：1 か月前頃から 

質問内容：iPod（ポータブルオーディオ）を使用して音楽を聴きながら通学

しています。最近、耳の奥の痛みや頭痛が起こるようになりました。iPod が

原因ではと思うのですが、通学途中に音楽を聞きたいので、我慢しています。

薬などで頭痛を押させえることは出ますか？このまま音楽を聴いていたらど

うなるのでしょうか？ 

A：音楽を聴きながらの乗り物（電車・バス）通学でしょうか？あなたは、幼少

時から人混み・騒音での乗り物は苦手ではありませんか？もし、そうだとした

ら、元々“片頭痛体質”であった可能性があります。 

ところで、片頭痛のメカニズムには、耳を含む顔面・頭部の知覚を脳に伝え

る三叉神経が密接に関連した“三叉神経血管説”があります。一方、脳の血流

量を一定に保つために、脳の血管は収縮と拡張を繰り返しています。この調節

には、血液中のセロトニンという神経伝達物質が重要な役割を果たしています。

何らかの誘因で、セロトニンが放出されると、脳の血管は収縮し、放出され尽

くすと、その反動で脳の血管は急に拡張します。すると血管周囲の三叉神経の

終末から炎症物質が漏出し、神経の炎症が血管周囲に波及し、疼痛が大脳に伝

えられると考えられています。 

あなたの場合は、人混みや騒音（乗り物の）や音楽の音量（騒音のため大き

い音にした？）が、脳を不快にさせる誘因となって、セロトニンの放出と低下

の発作を起こし、頭痛発作（耳の奥の痛みを含む）となった可能性が高いと考

えます。セロトニンが増える好きな音楽でも、脳が不快と認識してしまう環境

やご自身の状況では、セロトニンが減ることになってしまうこともあるとお考

え下さい。 



Q：性別：女性 

年齢：52 歳 

ハンドルネーム：主婦

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：先日、区の健康診断で血圧が高めです。塩分を控えるなど食事に気

を付けて血圧を下げるようにしましょう。と注意されました。最近、頭痛も頻

繁に起こります。血圧と頭痛って関係がありますか？血圧を下げると頭痛もな

くなりますか？ 

A：塩分の取りすぎで血圧が上がることはあります。しかし、通常血圧を下げる

ことにより頭痛が減ったり、なくなったりすることはないとお考えになってく

ださい。 

頭痛の診療をしておりますと、「血圧が高いから頭痛がする」、「低血圧だから

頭が重い」という訴えを聞くことがしばしばあります。妊娠での子癇（高血圧に

ともなう脳組織の循環障害と機能障害）血圧が著明上昇したり、血圧を上げるホ

ルモンを多量に放出する副腎腫瘍（褐色細胞腫）による高血圧緊急症では、頭

痛は起こり得ます。しかし、通常の脳における血流の循環は、脳血管の自動調

節能（脳の血流量を一定に保つための脳血管に備わった収縮拡張の機能）とホ

メオスターシス（生体の内部や外部の環境因子の変化にかかわらず生体の状態

が一定に保たれる）によって守られています。したがって、頸動脈（心臓から

脳につがなる太い動脈）などに高度狭窄がなければ、腕で測る血圧（数値）の

変化では、脳の血流にほとんど受けないとお考え下さい。 

あなたの年齢の女性の場合には、女性ホルモンが減り月経周期や出血量で不

純になるなどする更年期症状（顏の火照り・動悸・手足の冷え）も増えること

を経験しますがいかだでしょうか？ もし、そうだとすると血管を弛緩させたり

動脈硬化を防ぐ女性ホルモン（エストロジェン）が減ったことにより、血管は

収縮しやすくなり、血圧は高値になりやすくなります。また、正常血管より相

対的に収縮した血管となると、片頭痛（天気・におい・寝すぎ・空腹など）に

より、より血管が拡張し、血管周囲の三叉神経を刺激して、神経終末から神経

の炎症物質が多く放出されているかもしれません。 

あなたの場合には、片頭痛そのものの頭痛と早期の動脈硬化も疑われ、血管

内皮を守り動脈硬化予防になる作用と片頭痛予防作用を併せ持つとされる降圧

薬の ARB（アンジオテンシン II 受容体拮抗薬）が適切と考えます。また、更年

期症状（於血が代表）には、漢方医療の有効性が高いのでぜひご検討下さい。 



Q：性別：男性 

年齢：13 歳 

ハンドルネーム：学生

いつから頭痛がはじまったか：幼稚園 

質問内容：小さい頃から頭痛持ちでよく早退していたのですが、小学校高学

年頃から朝から頭痛が多くなり、今年中二になってからはほとんど朝起きら

れなくなってしまいました。お昼過ぎからは動けるようになることが多く、

血圧が低めだからと小児科で言われてます。起立制障害の検査はしましたが

少し傾向がある程度と言われました。年齢的な事が多いように言われるので

すか、少しでも良くなって学校に行けるようになりたいのですが、どうすれ

ば良いでしょうか？ 

A：お困りですね。血圧が低めだからということだけが原因ではないものと推察

いたします。子供の頭痛も大人同様治療が必要な頭痛の代表は片頭痛です。し

かし、“小児・思春期頭痛”の特徴にも留意が必要です。一度は、脳腫瘍（テン

ト下が多い）を除外し、頭痛がてんかんの一つの症状になるてんかん性頭痛も

考慮しましょう。片頭痛治療薬が効かない難治性頭痛も多いのも事実です。年

齢に着目（小学高学年以降は、心身ともに不安定な思春期で、精神疾患：不安

症群、身体症状症、うつ病、発達障害などの共存症に注目）し、頭痛が起きる

時間帯に着目（学校のある平日の朝に多い（金曜日夜から軽減し、日曜日の午

後から悪化）、夏休みは軽減（2 学期が始まる 1 週間前から悪化）起立性低血圧・

体位性頻拍症候群が多いです。いわゆる脳貧血（脳に血が足りない）です。こ

れでは、起き上がれませんし、登校拒否（行きたくても動けない）につながり

ます。小児の片頭痛は、大人が休みで悪化するのとは異なり、自宅や休みはケ

ロッとしていて、平日朝に悪化する、学校に登校中、歩行しながら頭痛と悪心

が増悪する、屋外や屋内で体躯の授業中にめまいや頭痛とだるさや微熱を訴え

保健室に行くことがあります。保健室では時間制限（1 時間ルール）がありまか

ら、お腹の風邪だから早退させられた後に改善することが多いです。頭痛も両

側性で前頭部が多く、頭痛よりもめまいや吐き気・腹痛が多く、診断がつきに

くいので、一般医に、“怠け病かも”のようなことを言われたことはないでしょ

うか？専門医にかかり、苦痛を我慢せず、受け入れてもらうこと、患児（子供）

の性格・置かれた生活環境をよく見ること、我慢しないことが何より重要です。

それから、親に心配をかけたくない（良い子を演じている）ため、症状を言わ

ない（言語化しない）と徐々に感情が平坦になっていきやすく、どうせダメだ

というネガティブ思考に発展してうつ状態に至っている子供さんも散見いたし

ます。自分の気持ちを言語化するのが苦手な、いわゆる良い子にストレスがか



かると頭痛が慢性化しやすいので保護者と別に子供から話を聞く時間を設定

することを提案いたします。日本頭痛協会の小児・思春期頭痛のコーナーを

参考にして下さい

Q：性別：女性 

年齢：47 歳 

ハンドルネーム：パート

いつから頭痛がはじまったか：不明 

質問内容：私は若い頃から冷え性で、手足の末端がいつも冷たく、肩も凝って

います。使い捨てカイロを体に貼って、ヒートテック（下着）を着てパートに

でかけますが、たまに頭痛も起こります。冷えと頭痛は関係あるのでしょうか?

別の病気の可能性もありますか？ 

A：元々お持ちの片頭痛の増加により痛みの頻度が増え、慢性化してきますと

痛みそのものが交感神経（活動する神経：末梢から中枢により多く血液を送

り活動する状態にする）機能を亢進させ、手足の末梢動脈を狭小化させ毛細

血管の循環が不良になりやすくなります。それにつれて、頚・肩・腕が血行

不良になり疲労・痛み物質（乳酸など）が溜まりやすく、頚肩腕症候群（肩

や肩甲周囲の筋肉痛）も併発しやすくなります。冷え性になりますと、布団

に入っても手足が冷えて眠れない・身体は冷えていないのに、手足や下半身

が冷える・寝汗をかく・手足がむくむなどして、朝にすっきり疲れが取れず、

脳の“低エネルギー代謝状態”となり、朝の空腹（血糖低下）では、栄養を

取り込むため脳の血管が拡張してしまい、ズキンと拍動性頭痛が起きやすく

なります。あなたの年齢の女性の場合には、女性ホルモンが減り、月経周期

や出血量で不純になるなど更年期症状（手足の冷え・動悸・顔の火照り）も

増えることも経験しますが、いかがでしょうか？だとしますと、血管内皮を

守り、血管を弛緩させたりする女性ホルモン（エストロジェン）が低下した

ことにより、さらに、血管は収縮しやすくなっている可能性もあります。あ

なたの場合には、片頭痛の代表的漢方である「呉茱萸湯」を基本に置き、冷えがさ

らに強いのであれば「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」にしてみることをお勧めいたします。

また、臨時で、朝に上半身に神経痛筋肉痛が強い朝、午後からの肩こりには、

うっ血（漢方用語で瘀血（おけつ））があるようにお見受けいたしますので、起床時に

「葛根湯」、午後の食間に「桂枝茯苓丸」をお勧めしたいと思います。しかし、漢方（和

漢）診療では、証（陰陽虚実）の元に投薬することが基本ですので、頭痛外来の受診



をお勧めいたします？慢性頭痛ガイドライン 2013 において漢方治療は『グレード B』と

有効性が認められています。 

 



Q：性別：男性 

年齢：23 歳 

ハンドルネーム：会社員

いつから頭痛がはじまったか：お正月 

質問内容：僕は小食で一人暮らしのせいもありめんどくさいと食事をしませ

ん。今年久しぶりに帰省し実家でお正月を迎え、料理がたくさん出て美味し

くてつい食べ過ぎてしまいました。食後になると頭痛に襲われました。食べ

過ぎと頭痛は関係があるのでしょうか？ 

A：あなたの今回の頭痛は、動作で悪化する拍動性頭痛に悪心を伴いましたでし

ょうか？もし、元々片頭痛であったとすると、片頭痛の脳反応は鋭敏で興奮し

やすいことが報告されています。片頭痛の患者さんの約 76%には、何らかの誘

発因子があることが分かっています。1.精神的因子（ストレスからの解放など）、

2.環境的因子（地域の違いによる天候の変化）、3.内因的因子（起床睡眠リズム

の変化など）、4.食事性因子（長時間食事をしない・食事を抜かす習慣など）、5.

薬物による因子があります。今回の「食べ過ぎによる頭痛」で考えますと、①

長時間食事をしない・食事を抜かす習慣がある人における食べ過ぎ、食べ過ぎ

が胃腸へストレスとなった、②；お正月の帰省ラッシュでの乗り物、③お正月

の食べ物（うまみ成分・アルコールなど）などの影響で、今回の食べ過ぎによ

る頭痛になったのだと考えます。また、年末には、忘年会でアルコール飲酒が

続き、二日酔い（血管拡張による片頭痛の増悪）と内臓（胃腸肝臓機能）低下

したのではないでしょうか？ 片頭痛のメカニズムである脳血管の収縮拡張の

関与するセロトニンは、95%が腸（消化管）から作られること、セロトニンの原

料となるトリプトファン摂取も少なくなっていたのではないでしょうか？ そ

こに食べ過ぎで、より胃腸機能が低下して、セロトニン機能も低下したかもし

れません。いわば、胃腸を介して脳にストレスを与えたのかもしれません。ま

た、不規則食事や年末の体調で帰省している時に、待合やホームで人混みが不

快であったり、新幹線や飛行機など乗り物に乗ること、外気（寒さ）と室内の

寒暖差（暖房）による血管拡張もあったことも推察されます。一方、お正月に

振る舞われる「おせち料理」には、うまみ成分であるグルタミン酸・イノシン

酸含まれている昆布や魚・肉があります。グルタミン酸・イノシン酸には、脳

を興奮させる作用があります。その他にも血管拡張作用のある揚げ物（亜硝酸

塩を含む）も影響したのではないかと考えます。 



Q：性別：女性 

年齢：32 歳 

ハンドルネーム：OL 

いつから頭痛がはじまったか：２日前 

質問内容：今年のお正月、久しぶりに友人と映画を見に行きました。映画館で

見るのは久しぶりで楽しみにしていたのですが、始まってまもなくから頭痛が

起こり、全然集中できず、最悪でした。映画鑑賞時に起こる頭痛の原因や対処

法があったら教えて下さい。 

 

A：光・音・臭いを誘因として吐き気を伴い拍動性頭痛となれば片頭痛の可能性

が高いと思います。誘発因子は、60～90％の片頭痛患者に存在することが知ら

れています。一般的な片頭痛の誘因として多いのは、精神的因子：ストレス（脳

が不快なこと）、精神的緊張、疲れ、睡眠（過不足）、内因性因子：月経周期、

環境因子：天気の変化・温度差・頻回の旅行・臭い、食事因子：空腹・アルコ

ールなどがあります。しかし、誘発因子とされるものは全ての片頭痛患者に共

通ではありません。なお、「前兆のない片頭痛」のほうが「前兆のある片頭痛」

より誘発因子により頭痛が発生されやすいとされています。直射日光・眩しい

光・光の反射、大声・高い音、強い臭い・化学臭、TV を長時間見る、喫煙・埃、

人混み・密閉された部屋（酸素が少ない）、無理な姿勢を保つ、環境に該当する

映画館は、片頭痛の‘危険地帯’と言えるかもしれません。 

強い光や大音量は避けること、頭痛が始まって退出して休むしかなくなる前

に、早めに入って暗い部屋に慣れておく、はちみつ・黒砂糖など脳にブドウ糖

を補給しておくことをお勧めいたします。それでも、予兆（生あくび・流涙）

を察知したらドンペリドン（ナウゼリン）を服用し、脳の興奮信号の出口であ

る頸筋が突っ張り、こめかみがズキン・ズキンと拍動し始めたら、神経と血管

の炎症の出始めを減らし、拡張する血管をもとの正常に戻す作用のある）トリ

プタンを服用することをお勧めいたします。予兆と首筋の圧痛が急（ほぼ同時）

に起こる場合には、ナウゼリン OD(水なしで飲める)とマクサルト RPD（口腔内

崩壊錠）をお勧めいたします。マクサルトは、水の飲みにくい環境（映画館・

会議中・授業中・乗り物）で飲めて、口腔内で素早く溶けることにより、作用

（効果発現）が最も早くお勧めいたします。 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：13 歳 

ハンドルネーム：学生 

いつから頭痛がはじまったか：3 歳 

質問内容：中学 1 年の娘の母親です。娘は生後 6 か月で水頭症にてシャント

手術をしました。幼稚園頃から、夕方頭痛と嘔吐が続くようになりました。

原因はわからず、痛み止めと吐き気止め座薬で様子をみてました。その後も

時々同じような症状が続きました。小学 4 年頃セレニカが処方され、しばら

く落ち着いていましたが、小学 5 年から頭痛、嘔吐の症状が増え小学 6 年で

はシャント不全にて手術しました。 

中学になり、真夜中に突然頭痛、嘔吐がはじはり、痛み止めは効かずのたう

ちまわるのが 24 時間続くようになりました。小児神経内科、脳外科は同じ

病院です。 

予防薬で漢方が追加になり、発作時にマクサルトやイミグラン点鼻薬が処方

されましたが、効かずに予防薬でミグシスが処方され、毎日 3 種類の薬を飲

んでいます。普段でも軽い頭痛は続いているようです。学校、部活は休みが

ちですが、理解してもらっています。 

頭痛があっても、頑張っている娘に少しでも、頭痛をなくしてあげたいと思

うのですが、薬は増えるだけなのでしょうか？睡眠は遅くても 10 時までは

寝かせるようにしています。 

 

A：国際頭痛分類第３版（ICHD-3β）7.1.3 『水頭症に起因する頭蓋内圧亢進に

よる頭痛』頭蓋内圧亢進や水頭症による他の症候を伴う水頭症によって引き起

こされる頭痛で、水頭症の解消により改善すると記されています。また、コメ

ントには、正常圧水頭症は、ときどき軽度の頭重感を起こすが、通常は頭痛の

原因にならないとも記されています。 

この ICHD-3βには、一次性頭痛（頭痛の原因が他になく、すなわち何らかの

基礎疾患がなく、頭痛自体が病気の頭痛）か、二次性頭痛（別の病気が原因と

なる頭痛）か、あるいはその両方か？が繰り返し出てきます。つまり、一次性

および二次性頭痛双方が、密接に影響し一体となっている、あるは双方を悪化

させていることを意味しています。 

したがって、あなたの娘さんの場合には、一次性頭痛（おそらくは片頭痛で

あると思いますが）の周辺（ブルーライト以外の片頭痛の誘因となるライフス

タイルの洗い出し）と、（水頭症以外の）二次性頭痛を今一度スクリーニングし

てみる必要があると考えます。頭痛の原因となることが知られている他の疾患

と時期的に一致して、以前から存在する片頭痛が有意に悪化した場合（通常、



頻度や重症度が２倍かそれ以上になる）には、元々ある片頭痛およびその疾患

に応じた二次性頭痛の両方があるとして診断（最初から診断は難しい場合も多

い）いたします。また、二次性頭痛自体が一見軽微に思えても、元々の一次性

頭痛（特に片頭痛）を慢性重症化させていることもよく経験されます。 

例えば、実際の頭痛外来では、治療前には、そこまで悪化させているとは診

断していなくとも、一次性頭痛（片頭痛）がある方に、二次性頭痛（鼻・副鼻

腔炎による頭痛や帯状疱疹関連頭痛など）も合併した患者さんの二次性頭痛の

治療をすると、二次性頭痛の症状（鼻閉・頭重やチクチク痛いなど）の軽減以

上に、光・音・臭いが不快で体動（日常的な階段昇降程度）でも悪化する繰り

返す拍動性頭痛や吐き気（嘔吐）および頭鳴りが特徴である片頭痛自体の重症

度や頻度の改善、さらには、低下していたトリプタン（マクサルトなど）の効

き目が高まることを経験します。つまり、合併していた二次性頭痛（鼻・副鼻

腔炎による頭痛や帯状疱疹関連頭痛など）が、元々の一次性頭痛（片頭痛）を

治療前に予想していたよりも、ずっと増悪させていたことが、治療途中から分

かることも多いのです。 



Q：性別：女性 

年齢：43 歳 

ハンドルネーム：たーちゃん 

いつから頭痛がはじまったか：1 月頃 

質問内容：突然右眼の奥がえぐり取られる痛みの発作と右眼周囲の皮膚が焼け

る痛みが持続しており受診し初めは群発頭痛と言われプレドニン・ワソラン・

イミグラン使用しましたが効果無く…右眼の充血・涙・右鼻水も持続し短時間

発作からサンクト症候群と診断されました。 

まだ、治療は確立してないとかで、ラミクタールを飲み始め、ボルタレンを使

用していますが痛みは消えません。そう簡単には良くならない事は分かっては

いますが、夜も眠れず精神的に辛くなってきています。ほんとに耐えるしか方

法はないのですか？ 

三叉神経の神経血管減圧術で治った例を論文で耳にしましたが、まだ日本でも

例が少ないとか？北海道ではその手術は行っていないのですか？ 

 

A：三叉神経・自律神経性頭痛（TACｓ）のなかの“サンクト症候群”は、群発

頭痛と違い反復性と慢性の比率は 1：9 と慢性が多く、難治性です。サンクト症

候群は、SUNCT（short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival 

injection and tearing）：結膜充血および流涙を伴う短時間持続性片側神経痛様発

作）は一側性の痛みからなる短期間持続性発作を特徴とし、頭痛側の流涙およ

び眼の充血を伴う疾患です。一方、似ている SUNA“スナ”は、頭部自律神経症

状を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作は、結膜充血と流涙のどちらか一

方を有している疾患で、SUNCT は SUNA のサブタイプであるとされています。  

国内外の頭痛ガイドラインにおいても、このSUNAとSUNCTは有病率が低く、

治療の比較対照試験（研究）は行われていないのが現状です。しかし、現在の

実臨床では、急性期治療として、リドカイン持続静注が施行されていることが

多いと思います。また、発作性片側頭痛との鑑別のためインドメタシン 75mg/

日で無効の時に、予防療法として、主に抗てんかん薬が使用されています。そ

の中で、ラモトリギンが最も有効とされています。そのほかには、ガバペンチ

ン・プレガバリンやトピラマートが有効であるとされています。効果がなけれ

ば、外科的治療も考慮されます。あなたのように日常生活に非常に支障がある

頭痛にはリドカインの持続を含めた静注療法（心電図モニタによる）、予防とし

てラモトリギン以外の抗てんかん薬（ガバペンチン・プレガバリン）を使用す

ることも検討されます。上記薬剤に抵抗性の場合には、三叉神経に対する微小

血管減圧術や視床下部への深部脳刺激、後頭神経刺激などの外科的治療も試み

られています。ご指摘の微小血管減圧術は、海外の論文では、SUNCT/SUNA 患



者 222 例中の 34 例に「三叉神経に対する圧迫」（nerve vascular compression：

NVC）がみられた。そのうち 7 例は薬物治療で効果がみられたが、薬物抵抗性の

16 例に対して、微小血管減圧術が施行され、12 例（75%）に有効性がみられた

と報告されています。したがって、脳 MRI 検査で通常の撮像に加え、CISS

（constructive interference in steady state）を撮像すると、NVC が検出されやす

くなるとされています。これらを踏まえまして、まずは、ご担当の頭痛診療の

医師またはお住まいの地域の頭痛学会認定の専門医とよくご相談になられくだ

さいますようお願いいたします。 



Q：性別：女性 

年齢：52 歳 

ハンドルネーム：学生

いつから頭痛がはじまったか：50 歳を過ぎた頃から 

質問内容：うつ病と頭痛との関係を教えて下さい。 

50 歳を過ぎた頃から更年期で軽いうつの症状が出ております。そのせいで頭

痛も始まりました。歳なので仕方がないとは思っているのですが、寝起きか

ら頭痛が始まると辛いです。1 日何もしたくなくなります。以前は、婦人科

で処方された薬を飲んでいたのですが、最近は、病院に行く気になれず市販

薬の「ルビーナ」を飲んでいます。頭痛にも効くと書いてあるのですが、あ

まり効果がありません。一緒にロキソニンなどの頭痛薬を飲んでも大丈夫で

しょうか？ 

A：うつ病と頭痛との関係ですが、『慢性頭痛診療ガイドライン』には、「一次性

頭痛は、不安/抑うつを随伴するか？」というクリニカルクエスチョンがあり、

片頭痛や緊張型頭痛では、症状レベルに応じて不安/抑うつなど心理状態に陥り、

この心理状態は、頭痛の慢性化の要因となる…（グレード B）と記載があります。  

特に片頭痛とは関係があることが分かってきています。うつ病の存在は新た

な片頭痛の発症のリスク要因となる一方、片頭痛そのものが、気分障害（大う

つ病）の生涯有病率は 18～40％（多くの疫学研究では 3～4 倍の増加）と報告

され、片頭痛は、うつ病発症のリスク因子と考えられています。また、片頭痛

と不安障害（全般性不安障害・恐怖症・強迫性障害・パニック障害など）との

関連性も指摘されてきています。 

 片頭痛と不安障害（パニック障害など）、今回ご質問の“うつ病”との関連に

ついては、いずれもセロトニン代謝障害が発症に関与する点が、お互いの共通

の素因（病因）であることが注目されます。 

うつ病や不安は、精神症状だけではなく、“身体症状”として頭痛と伴うこと

も多い。うつ病に伴う頭痛の場合は、全身倦怠・睡眠障害（不眠 or 過眠）・食欲

不振や亢進を伴いやすいです。一方、不安に伴う頭痛の場合は、動悸・呼吸苦

やめまいの身体症状を随伴することが多いです。 

ところで、うつ病や不安の身体症状と診断する場合には、甲状腺機能異常・

糖尿病などの内分泌系障害やてんかん性疾患の除外した後に、患者さんの性格

特性プロフィール（心理社会的ストレス・ストレスへの対処法・疼痛行動・人

格性格傾向）を質問票などで慎重に評価し、診断がなされるべきです。その上

で、頭痛（慢性で連日性になっていることが多い）に対して、心身医学による

行動療法的アプローチ（認知行動療法・自律訓練法など）や薬物治療として片



頭痛にもうつ病にも効果が期待できるアミトリプチリンやセロトニン作動薬で

ある SSRI/SNRI などの服用が、一般的な治療と考えられます。また特に、あなた

のように更年期の場合には、ご本人の「気・血・水」および「陰・陽・虚・実」

から適切に選んだ漢方であれば、漢方療法もお勧めであると考えます。 

Q：性別：女性 

年齢：26 歳 

ハンドルネーム：ママさん

いつから頭痛がはじまったか：3 か月前頃から 

質問内容：1 歳のやんちゃな息子がおり、ホントは、病院でよく効く頭痛薬を処

方してもらえればいいのですが、子育てや家事でバタバタしていてなかなか病

院には行けず、市販薬で間に合わせています。薬っていつも同じものを飲んで

いると効かなくなるのでしょうか？たまには、違うメーカにすると良いのでし

ょうか?  

A：お気持ちも分かるのですが、あなたのような場合には、新たに発現してしま

う頭痛、別名“落とし穴頭痛”に十分な注意が必要と考えられます。それは、

頭痛を抑えるはずの薬が招く頭痛である『薬剤過剰使用に伴う頭痛（以前は、

薬物乱用頭痛と呼ばれていた）』という頭痛です。 

 この頭痛は、一次性頭痛（他に原因がなく、頭痛自体が病気である頭痛のこ

と）がある人が、消炎鎮痛薬など急性期治療薬の長期間内服を続け、そのうち

にその量も増えていき、薬の飲み過ぎ（使用過多、ひいては乱用）によって逆

に、毎日頭痛が起きるような症状の頭痛（落とし穴頭痛；日本に約 1000 万人と

も推定さています。片頭痛の 840 万人よりも多い）のことです。原因薬剤は、

以前の片頭痛治療薬であるエルゴタミン製剤、近年の片頭痛の特異的治療薬で

あるトリプタン製剤、オピオイド、消炎鎮痛薬などがあります。日本では、OTC

（市販薬；複合消炎鎮痛薬）の飲み過ぎが、最も多く、次いで、単一の消炎薬

や鎮痛薬（アスピリン、アセトアミノフェン、NSAIDs の全て）と指摘されてい

ます。 

近年は、市販薬だけでなく、本来、片頭痛の特異的治療薬であるトリプタン

製剤での使用過多による頭痛も増えてきております。また、疼痛全般に用いら

れ始めているオピオイドによる頭痛も見られ始めていることから、日本頭痛学

会・頭痛協会などが、注意を喚起しています。 

急性期治療薬（エルゴタミン・消炎鎮痛薬・オピオイド・トリプタン製剤）



は、あくまでも頓挫薬であり、“飲めば飲むほど良くなっていくことは、決して

ない”ことを肝に銘じるべき（患者さんも医療者も）と考えます。したがって、

片頭痛の治療薬には、予防薬（①頭痛の回数を減らす②頭痛の重症度を下げる

③頭痛の持続時間を短くする④急性期治療薬の効果を高める）の併用すること

が必要となることが多いです。また、頭痛外来を受診し、頭痛ダイアリーをも

とに、ご本人のライフスタイルや発作の誘因を見極め、医師ばかりでなく、多

職種のコメディカル（頭痛ナース・理学療法士・作業療法士・臨床心理士など）

と一緒に診療を受けることが治療の成功につながりやすいと考えます。 



Q：性別：女性 

年齢：27 歳 

ハンドルネーム：OL 

いつから頭痛がはじまったか：今年から 

質問内容：熱い物を食べると頭痛が起こります。友達に話したら、かき氷な

ど冷たい物で頭痛が起こる話は聞いたことがあるけどと笑われました。ラー

メンやうどん、具だくさんスープなど汁物が一緒になった物を食べると頭痛

が起こります。何か病気でしょうか？ 

A：お友達のご指摘は、国際頭痛分類３βの 4.5「寒冷刺激による頭痛」の 4.5.2

「冷たいものの摂取または冷気吸息による頭痛」に該当する頭痛のことです。

あなたは、光音が不快に感じ体動で繰り返す頭痛や悪心がありましたら片頭痛

の可能性があります（一度は頭を調べてほしいですが）。片頭痛は、ある特定の

状況下で起こりやすくなることが知られており、片頭痛患者の約 76％に何らか

の誘発因子があると報告されています。 

あなた頭痛は、“熱い物”による頭痛というよりも、ラーメンやうまみ成分が

沢山入ったスープにより脳の血管が拡張し、その拡張した血管に温度の上昇に

より、心拍の上昇と脳血管の拡張により、脳への血流がより増加して、いつも

の片頭痛体質に頭痛が起こったのではないか？と考えます。食品中には、血管

作動性（血管を収縮させたり拡張させたりする）のある成分が含有されている

ものがあります。サラミやソーセージに含有されている亜硝酸塩（血管拡張作

用）、柑橘類や年代物のチーズにはチラミン（血管作動物質）、チョコレートに

はフェニルエチルアミン（血管作動性物質）、赤ワインにはヒスタミン・ポリフ

ェノール（血管作動性物質）、ソラマメにはドパミン（血管作動性物質）、中華

料理や今回のラーメン・スープなど具だくさんの汁物には、グルタミン酸ナト

リウムやイノシン酸（血管作動性物質・興奮性神経伝達物質）は、チャイニー

ズレストラン症候群の原因として知られています。また、コーヒーやお茶には、

カフェイン（少量で鎮痛効果、過剰摂取で頭痛を誘発）などが有名です。 

ところで、頭痛外来で患者さんを診ておりますと、カフェイン過剰や鎮痛薬

過剰（ジクロフェナック・インドメタシンなど；血管収縮作用で濃度低下によ

り血管拡張が起こる）が多く経験されます。さらに、長年の片頭痛の患者さん

の脳はエネルギー不全（脳興奮によるエネルギー不足）に陥りやすいことや血

管が拡張して起こる頭痛に対して収縮効果のあるコーヒーやお茶を健常人と比

較して多く消費していたり、脂肪/油の多い食べ物の消費の多いことも報告され

ております。あなたは、思い当たりませんでしょうか？片頭痛発作誘発の予防

にはバランスの良い食事・規則的な生活と運動が基本です。 

 



Q：性別：男性 

年齢：32 歳 

ハンドルネーム：会社員

いつから頭痛がはじまったか：歯ぎしりと頭痛について 

質問内容：先日、友達が泊まったとき歯ぎしりがすごいと指摘されました。そ

ういえば朝起きた時、顎が痛かったり、頭痛が起こったりします。歯ぎしりと

頭痛は関係あるのでしょうか？  

A：頭痛と歯ぎしり、特に片頭痛患者さんにおける歯ぎしり・くいしばりや顎関

節症とは、片頭痛の慢性化の芽（後述）とされ注目されています。 

一般に、片頭痛の患者さんは、脳の興奮性が高く、くいしばりや歯ぎしりが

多いとされています。あなたの歯ぎしりは、かなり以前からありましたか？も

しそうであるとすると、二次的に顎関節症関連症状や胸鎖乳突筋起始部から終

点（乳突起）に関連痛として耳周囲の痛みが放散している可能性があります。

通常は、後頸部（三叉神経頚神経複合体付近）に圧痛が多く認められますがい

かがでしょうか？ 

それとも、幼少時から乗り物酔い・人混みが不快で、光音臭い過敏があり、

体動で繰り返す悪心と拍動性頭痛があったでしょうか？もし、そうであった場

合には、もともと片頭痛であった可能性があります。あなたの主訴である朝起

きた時の顎が痛いだけでなく頭痛が起こるということは、片頭痛関連症状とし

ての噛み締めによる歯ぎしりととらえることもできます。 

頭痛大学で有名な、間中先生は、片頭痛の慢性化の“芽”には、①内的要因；

遺伝・性格行動特性・内分泌、②身体的要因（共存症）；肥満・いびき（睡眠時

無呼吸）・精神疾患・心理社会的ストレス・『顎関節症（噛み締め・歯ぎしりを

含む）』、③外的因子；鎮痛薬乱用・カフェイン・頭部外傷とご報告されていま

す。『頭痛外来』を受診し、広く頭痛（疼痛）性・睡眠障害性疾患として包括的

に①②③の診療を受けることをお勧めいたします。もし、二次的に顎関節障害

（およびその関連痛）が高度であることが分かれば、歯科口腔外科と協力した

診療も加味していただけるものと考えます。 



Q：性別：女性 

年齢：28 歳 

ハンドルネーム：OL 

いつから頭痛がはじまったか：中学生の頃から 

質問内容：学生時代から偏頭痛で悩んでおり、頭痛が始まると、光や音が辛

く、たびたび嘔吐します。吐いた後は楽になることも多く、自分で指を喉に

突っ込んで吐く事もあります。偏頭痛が心配で、オフィスで出来る仕事を希

望し現在は、営業事務を行っております。 

 

かかりつけ医からはマクサルトを処方されていますが、足りない時があり（1

ヶ月の上限数が決まっている）、頭を冷やしたりしています。医師には点滴な

ども勧められましたが、たびたびですと仕事中に病院へ行くのは厳しく、他

に何か方法があったら教えて下さい。 

 

A：片頭痛回数の多さ・病院受診の困難さなどにお困りですね。さて、片頭痛は，

“頭の痛さ”だけではない様々な症状（めまい・耳鳴り・しびれ・吐き気・腹

痛・眩しさ・音がうるさい・喰いしばり・集中困難…など）生活支障度が高い

症状があります。女性の健康寿命を約２年短くするという報告もあるくらいで

す。“たかが頭痛”で済まさないでほしいと思います。それでは、頭痛発作を繰

り返す原因ですが、たくさんありますが、『ライフスタイル』・『ご本人の体質』

および『長年の予防不足』影響を受けることが分かっています。「週の金曜日に

仕事のピークを持って行き、日曜日に頭痛で台無し（月曜日も倦怠が残る）」、「混

雑する乗り物での通勤で、悪心・たちくらみ」、「PC 画面を見る時間が長い仕事

で、流涙やこめかみの拍動・後頸部がガチガチ」、「子育てと姑のストレス」、「天

候（台風・低気圧）の影響」・「ファーストフードやラーメンなど血管拡張物質

の増加と脳を安定させる食事の減少という食習慣」・「女性ホルモンの影響を受

ける片頭痛、これを生理痛と間違い消炎鎮痛薬」…など、現代日本のライフス

タイル（特に女性？）は、脳を不快にする環境および習慣が多いと考えられま

す。あなたの場合には、頻回の受診が難しいので、これらの原因の中から一つ

一つ見直してみてください。 

ところで、過疎地域医療や救急医療の位置づけであった『遠隔診療』が、最

近になり、政府の医療・健康増進の戦略の一つとして、PC 画面やスマホのオン

ラインによって、医師との対面診察や処方が受けられるシステムが広がりつつ

あります。年、数回は頭痛専門医を受診して脳の健康診断や診察を受け、片頭

痛予防薬を選択し、普段はオンラインで診察と処方がもらえる可能性も出てき

ています。あきらめず頑張りましょう。 



 

Q：性別：男性 

年齢：23 歳 

ハンドルネーム：会社員 

いつから頭痛がはじまったか：高校生の頃から 

質問内容：この春、大学を卒業し営業職でお客様周りを担当しています。 

偏頭痛もちです。頭痛の痛みをなかなか上司に理解してもらえず、悩んでいま

す。頭痛が始まると頭だけでなく肩も首も目も痛くなり吐き気をもよおします。

歩いたり会話したりするのも辛くなり早く薬を飲んで暗い部屋にこもって寝た

い気分に襲われます。同じような症状の人は仕事と頭痛どのように両立してい

るのでしょうか？  
 

A：片頭痛は、歩いたり、しゃがんだり、階段の昇降などの通常の日常動作によ

って悪化してしまい、悪心や吐き気、嘔吐を催すだけでなく、光や音・臭いに

過敏になるなどの症状を伴います。したがって、普段は何でもないテレビの音

や子供の騒ぎ声などがうるさくて耐え難いと感じたり、車のヘッドライトや PC

の画面が眩しく不快になったり、タバコや香水だけでなく、炊き立てのご飯や

おかずのにおいが不快になってしまうこともあり、日常生活（家事や仕事）に

支障出てしまします。しかし、片頭痛のない周囲の人に“頭が痛いだけの病気”

誤解されると、痛みには消炎鎮痛薬を服用したり、冷やして治せばいい・休日

にゆっくり休めば治る（余計悪化することもある）・ストレスでだから仕事量を

減らせば改善する（そうとは限らない）などと理解が得られないことも多いと

されています。治療方針は、もしあなたが、消炎鎮痛薬を多用しているとする

と、 

 

１． 片頭痛および薬剤使用過多に伴う頭痛（片頭痛の慢性化：心理社会的ス

トレス・いびき・喰いしばり・カフェイン多量・睡眠時間不規則…）の

メカニズムを説明。 

２． 消炎鎮痛薬の中止。 

３． ２の後に起きてくるリバウンド頭痛への対処。 

４． ライフスタイル（生活・環境・食事・精神状態…）改善指導。 

５． 片頭痛予防薬の選択と投薬（①頻度を減らす、②重症度を軽くする、③

持続時間を短くする、④急性期治療薬の効果向上）車のエンジンブレー

キ（減速）とフットブレーキ（急に停止する）に例えられる。 

６． 頭痛ダイアリー指導・頭痛体操指導。 

７． 急性期治療薬（予兆時・初期・残存症状・再発防止）を説明。 



８． 必要に応じて、職場への診断書（長期に休ませれば治るものではなく、

片頭痛とは脳の疾患であり、その発作の特徴：誘因・発作中の時間は静

かな暗い環境で軽減し、予防と早期治療によって正常に就業可能である

旨）の作成、産業医への情報提供。 

たかが…頭痛だからと、一人で我慢せず、頭痛外来を受診し、診察を受けるこ

とをお勧めいたします。頭痛と仕事を両立していく糸口が見つかると思います。 



Q：性別：女性 

年齢：32 歳 

ハンドルネーム：母 

いつから頭痛がはじまったか：小児の頭痛について 

質問内容：小学 1 年生（7 歳）の子供のことです。最近、よく頭が痛いと言

います。学校に行きたくないので仮病？とも思えるのですが、本当に痛いと

したら小児科に行くべきか頭痛外来などの頭痛専門医に診てもらうべきなの

か迷っています。東京医科大学病院に小児頭痛外来があると聞いたのですが、

遠方で、仕事をしながら通うには難しいです。何かを受診すればよろしいの

でしょうか？また、小児と大人の頭痛は違うのでしょうか？  

A：小児と大人の頭痛もち頭痛の違いのポイントは、「小児は持続時間が短い」・

「消化器症状が多い：腹部片頭痛」・「生あくびが多い」・「乗り物酔いが多い」「起

立性調節性障害 OD との関連」です。小児で認められる代表的な一次性頭痛は片

頭痛と緊張型頭痛ですが、片頭痛が最も多いと思って結構です。「片頭痛の家族

歴の有無」が重要です。まれではありますが、二次性頭痛もあり CT（被爆のリ

スクと除外することのベネフィット）や MRI（医療経済負担のリスクと病状把握

できるベネフィット）は必要性があれば病状把握のために最低限施行するべき

と考えられています。例：耳鼻科で治療適応にならない程度の軽度の鼻副鼻腔

炎でも片頭痛の悪化因子となるので除外するべきなど。 

日本頭痛学会監修の『慢性頭痛の診療ガイドライン 2013』では、小児に慢性

連日性頭痛の有病率は、1.5～3.5％とされており、OD が絡んだ頭痛が多いのも

特徴です。片頭痛と OD の両方の診断基準を満たす場合には、いずれか一方の治

療だけでは十分な効果が得られないことがあり注意が必要です。さらに、連日

性の頭痛で学校に行けない小児では、「脳脊髄液減少症」・「起立性調節障害：OD」

（＊OD には４つのサブタイプがあり、診断基準に「頭痛」があるのは「体位性

頻脈症候群（POTS）」のみ）なども疑われます。脳脊髄液減少症に対して、長期

安静臥床が引き金となり POTS に睡眠相後退症候群を併発させ、より絡み合って

頭痛を悪化させていること報告されてきています。 

 一方、小児の頭痛には、心理社会的問題も絡んでいることが多いことが分か

っています。問診では、患者本人に自分の言葉で回答させることが大切です。

例：時には、親子を分離して診察する工夫も必要。学校に行けないような頭痛

には、①「頭痛が強いため、学校に行きたいのに行けないのか？」、②「学校自

体に行きたくないのか？」の２タイプがあります。①は、周囲に理解があるか

否か（この子はサボっている訳ではなく、頭痛で苦しんでいるんだ）で治療効

果に差が出ます。②は、学校の担任・養護教諭および心療内科医と連携をとり、

「学校には行くべき、言って当たり前」という固定観念にとらわれ過ぎずに患



者の気持ちにいかに寄り添えるかが重要であると報告されています。 

 頭痛を診療できる小児科医は限られている（かなり少ない）実情から、頭痛

専門医が、(第一の)担当医として生活全般にわたり診療し、小児科医師・心療内

科医師とも連携のもと、小児期を含めて全年齢層の頭痛患者を診ていくべきと

考えてよいものと考えます。 

 

Q：性別：男性 

年齢：27 歳 

ハンドルネーム：会社員 

いつから頭痛がはじまったか：風邪から頭痛に 

質問内容：先日 3 日間、熱が下がらず結構重症な風邪を引き 1 週間も寝込みま

した。その間は、頭がガンガンしていたのですが、風邪は治り普通に通勤でき

るようになりましたが、まだ頭痛が残っています。頭の芯が痛いような、たま

に強く痛くなる時も、一時的なものではなくこのまま頭痛は続くのでしょう

か？ 

 

A：風邪は万病のもととも言われ、ご心配ですね？様々な何らかの感染症の罹患

した場合は、60％以上が頭痛を経験すると報告されています。国際頭痛分類

（ICHD3β）の第 2 部 二次性頭痛（くも膜下出血や髄膜炎など、何らかの岸的

疾患の一症状として頭痛が現れるグループ）のなかに「感染症による頭痛」と

してまとめられています。１．頭蓋内感染症による頭痛、２．全身性感染症に

よる頭痛、３．ヒト免疫不全ウィルス/後天性免疫不全症候群（HIV/AIDS）によ

る頭痛、４．慢性感染症後の頭痛、その他があります。 

 二次性頭痛であると診断するには、①頭痛の性状、②感染症が頭痛の原因と

なることが証明されていること、③感染症と時期的に一致して頭痛を生じてい

ること、④感染症の寛解後３か月以内に頭痛が軽・消失すること、とされてい

ます。実際の臨床(外来・病棟)現場では、ただ３か月待って、治った後に診断が

分かったというわけにはいきません。したがって、初診時に頭痛の特徴：頭痛

の性状、痛みの頻度・持続時間・痛む部位など）、局所神経徴候(髄膜刺激徴候な

ど)や脳症（脳波・脳画像（脳 MRI・脳血管 MRA）など）および頭蓋内圧亢進（眼

底検査）および発熱・呼吸・腹部・皮疹など身体症状に対して（視診・聴診・

打診など診察と採血：炎症や貧血・多血・下垂体ホルモン・甲状腺ホルモン・

ヘルペス抗体価など採血）や必要に応じて脳脊髄液検査（髄膜脳炎など）を行

う場合もあります。 

頭痛外来で診療していますと、喫煙歴がある方に多いですが、うつむくと頭

重や頭を縦に動かした時に、あなたのように‘頭の芯’や‘てっぺん’が痛い



という場合、副鼻腔の奥の蝶形骨洞に副鼻腔炎があることを散見いたしますが、

ご記載いただいた症状だけからでは確定できません。 

ここは、やはり慎重に考えるべきだと思います。“頭痛”自体はありふれた症

状のひとつですが、ときに重篤な後遺症や生命を脅かすもともあり、自覚症状

は風邪であっても何らかの‘感染症’の先行・初発症状となることがあります。

あなたの場合は、神経内科・総合診療科を受診してみてはいかがでしょうか？ 

もし、感染症が改善寛解後も頭痛が治らない場合には、希少な二次性頭痛や潜

在的な一次性頭痛に影響を与え、一次性・二次性頭痛が混在している可能性も

あり『頭痛外来』にご紹介いただけるのではないかと思います。 



Q：性別：女性 

年齢：55 歳 

ハンドルネーム：3 日前頃から

いつから頭痛がはじまったか：朝起きると左側後ろ首からてっぺんにかけて

重くずきずき痛い（頭痛） です。3 日前に飲み会があり、少々飲み過ぎた感

はありましたが、二日酔いではありませんでした。その次の日から 3 日間頭

痛が続いています。仕事をしているうちに痛みが治まり忘れてしまうのです

が、次の朝になると同じ事の繰り返しです。もう少し様子を見るべきか、市

販の薬を使って見るか、医者に行くべきか悩んでいます。 

A：ご心配な症状ですね。さて、何かの出来事（普段毎日飲酒しないひとが、今

回は、毎日は飲酒しないひとが、アルコール多飲だった）の後に、今まで経験

のないパターンの頭（脳）の症状が発現した（何時何分と言うほど突然発症で

はないとは思いますが）場合には、念のために、脳画像検査は受けるべきと考

えます。 

 頭痛の誘因となる食品（亜硝酸化合物・甘味料・ポリフェノール・チラミン

含有食品・グルタミン酸ナトリウム・カフェイン・アルコール飲料など）には

多くのものがあります。含まれる物質が「血管作動作用」をもつことによるも

のがほとんどです。片頭痛の痛みの原因として過度の血管拡張があります。血

管拡張を起こす物質は、片頭痛の直接の原因となります。アルコール飲料は血

管拡張作用を有する食品の代表です。下村らは、片頭痛発作の誘因となる食品

として、前兆のない片頭痛（％）vs 前兆のある片頭痛（％）で、アルコールは、

40% vs 17.8%、チョコレート 0.0% vs 14.3%、チーズ 0.0% vs 0.0%、コーヒー13.3% 

vs 17.8%、冷たいもの 26.7% vs 28.6%、たばこ 13.3% vs 21.4%、その他 6.7% vs 0.0%

と報告しています。二日酔いまでいかなくとも、片頭痛の直接の誘因と考えま

しょう。 

 後頭部の痛みの場合、一般に、①耳の横後ろから上方に沿った痛み場合は、

後頭神経痛、②耳の横後ろから横断性に圧迫される痛みの場合は、緊張型頭痛、

③首の付け根から耳の横の痛みの場合は、椎骨動脈解離が多いです。その他に、

頚原性頭痛や帯状疱疹（無疱疹性帯状疱疹）もあるかもしれません。また、後

頸部は、片頭痛の早期に高率に圧痛を来す三叉神経頚神経複合体のある場所で

す。あなたの場合は、アルコール飲料を誘因とした片頭痛かその他の二次性要

因による頭痛が考えられます。特に③の場合は注意が必要です。頭痛外来のあ

る医療機関を受診いたしましょう。 



Q：性別：女性 

年齢：45 歳 

ハンドルネーム：パート

いつから頭痛がはじまったか：7 月頃から 

質問内容：毎日暑くて寝苦しく何度も夜中に目が覚めます。寝不足気味で昼間

も睡魔に襲われます。昼間パート先でガンガンにクーラーのかかった部屋で仕

事をしているので、体に良くないと思い自宅ではあまりクーラーは使わないよ

うにしています。寝際に 1 時間タイマーぐらいです。寝起きからお昼頃にかけ

て頭が重く頭痛がします。市販薬を使っているのですが、あまり効いてないよ

うに思います。病院に行くべきなのでしょうか？ 

A：これはお困りの症状ですね。今回のご相談は、暑い時期やクーラーおよび市

販薬によって我慢していることも頭痛（特に片頭痛）に影響はあると思います

が、「睡眠とその他誘因関連による頭痛」と捉え見てはどうでしょうか？ 

 睡眠障害は片頭痛のみならず緊張型頭痛とも関連があります。睡眠不足は頭

痛を訴えるケースをしばしば認めます。睡眠過多も頭痛（特に片頭痛）を誘発

します。下村らは、頭痛を誘発する誘因として、片頭痛（頻度：％）vs 緊張型

（頻度：％）では、環境の変化 88.3% vs 40.5%、特定の飲食物 28.8% vs 14.6%、

睡眠不足 74.7% vs 45.6%、睡眠過多 13.6% vs 4.4%、精神的ストレス 50.5% vs 

18.8%、激しい運動 14.4% vs 1.5%、肩こり 33.5% vs 46.0%、疲れを感じたとき

74.3% vs 42.7%と報告しています。 

 睡眠に関連した頭痛では、起床時頭痛（睡眠後頭痛）いわゆる“朝の頭痛”

がよく認められます。これは、睡眠時の呼吸障害が関与していると考えられて

います。一番多いのは、睡眠時無呼吸症候群の頭痛です。あなたは、寝起きか

らの頭痛と寝不足気味とはいえ昼間に睡魔に襲われていますね？暑くて寝苦し

いだけでなく、‘いびきなど無呼吸のサイン’はありませんでしょうか？また、

昼寝（午睡）で過眠などはいかがでしょうか？もしあるとすると、心血管疾患

（心不全や脳卒中）リスクが 3～5 倍高くなるとされています。 

 今回のご相談は、暑いという精神的ストレスと夜にクーラーをつけるという

環境変化などに「起床時頭痛と昼間の睡魔」を認め、睡眠障害に関連する頭痛

の可能性を含めて、まず頭痛外来のある医療機関を受診してほしいと思います。

必要に応じて連携できる「睡眠クリニック・睡眠外来」もナビゲートしていた

だけると思います。 



Q：性別：女性 

年齢：13 歳 

ハンドルネーム： まみまみ 

いつから頭痛がはじまったか：３日前から 

質問内容：先生、初めまして。私は今年、小学校から中学校に入学して新しい

学校生活を過ごしているのですが、そのせいもあるんでしょうか？頭痛が、多

いです。今布団で、横になってるんですけど頭痛が原因なんですけど、痛くて

寝れません。どうしたら、良いですか？（ちなみに、頭痛が私の場合頻繁にあ

るので、薬を沢山飲んでしまうので薬の効果が薄れて、余り効きません。最長

朝方３時まで頭痛のせいで眠れませんでした。助けて下さい！！！ 

 

 

A：お困りですね。頭痛持ち（特に片頭痛）の方の中には、たかが頭痛では医療

機関に行かず我慢している人が多く、手軽に入手できる市販の頭痛薬でしのい

でいる人も多いです。市販薬で、痛みが完治し、頭痛以外の不快な症状（めま

い・吐き気・耳鳴りなど）もやわらぐようであれば対処としては、間違っては

いません。ところが、市販薬に頼りすぎるとかえってもともとの頭痛を悪化さ

せてしまっている方は意外に多いのです。これは、薬に飲み過ぎ（本来の治療

をせずに我慢し過ぎ）による落とし穴頭痛；薬剤使用過多による頭痛（国際頭

痛分類：ICHD-3β.8.2）という新たな頭痛が発症してしまっていることがありま

す。また、もし、群発頭痛のような激しい頭痛（激痛・じっとしていられない、

発汗亢進、深夜に多い）の場合では市販薬だけではとても対応できるものでは

ありません。また、片頭痛や群発頭痛でもない頭痛のこともあります。 

 医療機関の受診には、時間や費用がかかり負担かと思いますが、結局はお困

りのご自分の頭痛のタイプに会った適切な治療法が見つかることが頭痛治療の

近道ではないかと考えております。ひとり・家族と悩まずに行動（頭痛外来の

受診）を起こしてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q：性別：男性 

年齢：30 歳 

ハンドルネーム：バリバリ君 

いつから頭痛がはじまったか：忘れた 

質問内容：片頭痛で肩こりや首の痛みを伴うことも多いので、友人からマッサ

ージが良いのではと言われ、かかってきました。マッサージ中はとても気持ち

がよく、頭痛も治まった感があったのですが終わった後、急に吐き気を催し吐

いてしまいました。頭痛中のマッサージに関係あるのでしょうか？たまたまだ

ったのでしょうか？ 

 

A：これは、驚かれましたね。さて、マッサージで頭痛が悪化したことから、あ

なたの頭痛は片頭痛である可能性が高いとも言える大切な診断ポイントです。  

頭痛持ちの人（片頭痛の人でより多いと思いますが）の多くは、肩や首の凝

りを自覚しています。特に、パソコン作業・デスクワークで長時間同じ姿勢を

続けていると、片頭痛の誘因（筋性ストレス）になることが多いです。 

 これらの無理な姿勢の要因には、「ストレッチ」が有効です。首や身体の凝り

だけでなく精神的な緊張もほぐれていくからです。ストレッチのやり方は、力

み過ぎずに反動をつけ過ぎずに、自然の呼吸に合わせて筋肉をゆっくりとのば

していくのがこつです。グリグリと無理にのばしたりせず、気持ちがいいと感

じる範囲にとどめておきましょう。片頭痛が起こっている（起こりやすい状況：

人混みや空腹など）では、体を動かすだけで痛みや吐き気が増加するので、ス

トレッチやマッサージ程度の運動でも、控えるようにしましょう。あなたを含

めた片頭痛の人には様々な誘因（トリガー）の存在が指摘されています。今回

は、Hauge らの論文から片頭痛のトリガーを「表」にして示しました。ご参考に

されてみてください。ただ、あれもこれもダメということではなく、片頭痛を

起こしそうなときには回避することや運動（マッサージを含む）の前には、少

し捕食して血糖を下げないような対策がよいでしょう。 

 

＊添付あります。（パワーポイント） 

 

文献１．Hauge AW, et al. Cephalalgia 30(3) 346-353. 2010 



Q：性別：女性 

年齢：18 歳 

ハンドルネーム： まあちゃん

いつから頭痛がはじまったか：中学生の頃から 

質問内容：目の前にキラキラしたものが見えた後、頭痛が始まります。頭痛が

始まるとめまいや吐き気もしてきます。こめかみが脈打つようなズキズキと痛

む頭痛で、左右どちらかのこともあれば両方のこともあります。月に数回おこ

り、３～４時間くらいで治まりますが、ひどい時は２～３日続く時もあります。 

母曰く私も頭痛もちだから遺伝ね。薬飲みなさいと軽く流されます。頭痛もち

は一生頭痛と付き合わなくてはならないのでしょうか？治る方法がないのでし

ょうか？ 

A：お困りになられていますね？あなたは、『前兆のある片頭痛』の典型的な病

状の可能性が高いと診断いたします。さて、目の前（視野）にキラキラしたも

のが見える前兆（視覚前兆）のもう少し前に、生あくび・空腹・後頸部の筋肉

の張りなどの頭痛の予告である‘予兆’は、伴いませんでしょうか？もし、予

兆があるとすると、前兆に気を取られるあまり、予兆のみで前兆のない場合に

は、早期の治療（治療効果が高い）が難しくなる場合があります。 

さて、片頭痛発作が、月に数回で高度のときに 2～3 日続くのであれば、日常

生活に支障が高いと考えられます。  

ご記載の通り片頭痛は、遺伝性が高いことが分かっております。しかし、だ

からといって“どうせ治らない・痛み止めを飲んで我慢するしかない”と諦め

るのは早いと思います。日本頭痛学会・日本神経学会監修の「慢性頭痛診療ガ

イドライン 2013」では、月 2 回以上または月 6 日間以上の頭痛があれば、予防

療法が推奨されております。現在の支障度（月に数回の高頻度➡回数が減る・軽

度にできる、2～3 日も持続する➡短くなる・めまいや吐き気といった随伴症状が

ある➡軽減する、急性期治療が効かない➡効果が高まる）を最小にすることができ

る可能性があります。それは、予防薬（抗てんかん薬・抗うつ薬、高血圧薬、

ビタミン・マグネシウムなどのサプリメント、漢方薬など）を使い（または組

み合わせ）、片頭痛支障度を避けることが期待できます。また、誘因（寝すぎや

空腹など、なお、痛み止め自体も誘因となることに注意しましょう）を避ける

ことが重要です。さらに、非薬物療法（頭痛体操、鍼灸、ツボ、認知行動療法、

自律訓練法、漸進的筋弛緩法、ストレスマネージメントなど）もあります。と

ころで、片頭痛の予後は、A.不変、B.部分寛解（症状改善）、C.寛解、D.増悪があ

り、1 年後に部分寛解と完全寛解を合わせて約 6％とされ、12 年後には 42％と

報告されている。もし不変だとしても増悪させず、諦めないことが何より大切



です。また最近、我が国では片頭痛の根本的に近い予防療法（CGRP 受容体関連）

の治験が進行しており、効果が実証され臨床で効果を発揮することが期待され

ております。 

Q：性別：男性 

年齢：16 歳 

ハンドルネーム：アメリカンドッグ

いつから頭痛がはじまったか：中学 2 年生 

質問内容： 現在高校 1 年生の息子の頭痛がひどく、約 1 ヶ月学校に行けない状

態が続いています。初めて頭痛が起きたのは中学 2 年の時で、起立性調節障害

から片頭痛が起きていると小児科で言われ、ナチルジンを 3 ヶ月飲み、痛み出

したらイミグラン点鼻薬を使用していました。季節の変わり目に症状が悪化す

ることが多く、ひどくなると薬が何も効かなくなってしまいます。今までは、

時が経つと自然におさまっていたのですが、今年は痛みがどんどんひどくなり、

点鼻も効かず、マクサルトを試してみましたが少し良くなるぐらいで、またし

ばらくすると元の痛みに戻ってしまいます。MRI では全く異常がなく、精神科で

診てもらうようにいわれましたがそこでも何もなく、脳神経外科に行っても別

の鎮痛剤を出されるだけで、いっこうに良くなりません。今は起きているのも

辛く、ずっと横になっている状態です。頭痛の前は学校にも元気に通い、友達

と遊びに行ったり、部活も楽しく遅くまで頑張っていたのに、今は何も出来ず

可愛そうです。今住んでいる所には頭痛外来専門の病院がなく、月に１度専門

の先生がきて診察してもらっているのですが、連絡も取れないので指示を仰ぐ

事も出来ず 1 カ月後の診察をただ待つだけです。今辛い頭痛をなんとかしたい

のに、どうしたら良いのでしょうか？片頭痛だけの痛みなのでしょうか？ 

A：ご心配かつかなりお悩みであることと存じます。まず、悪い状況を少しでも

打開する切り口として、患者さんや家族だけで抱え込まずに、Web 上の慢性頭

痛の情報：「日本頭痛協会」https://www.zutsuu-kyoukai.jp/、間中信也先生の主

宰する「頭痛大学」の案内板 http://zutsuu-daigaku.my.coocan.jp/、図書館で頭

痛専門医（例：藤田光江先生、竹島多賀夫先生、大和田潔先生など）による著

書を調べると、診断や治療法があるのが分かり、知識が増え視野が広がると思

います。また、ご記載を読みますと、これまでは、頭痛を頭の痛い症状とされ

てしまうことも多い一般の小児科や脳神経外科で診療を受けられてこられたと

いう印象があります。ここは思い切って診断や治療のリセットをお勧めいたし



ます。日本頭痛学会認定の専門医をご参考にしてください。頭痛を脳や神経系

の疾患として診療することを仕事としている “頭痛専門医による”「頭痛外

来」での診察により、①頭痛がひどくて学校に行けないのか？②学校に頭痛の

原因があるのか？③その両方か？ ご本人とご家族別に診察を受け直してみま

しょう。受診までの移動時間や待ち時間受診費用など一見労力がかかるイメー

ジもありますが、急がば回れという格言もありますね。頭痛専門医に直接、数

回の診察を受けて、治療の「短期目標」と「長期目標」とが決まれば、自宅か

ら通院しやすい一般病院やかかりつけ診療所にお手紙を書いてもらうこともで

きると思います。 

 また、最近は、頭痛 click というクラウドによる診療ツールにより頭痛の自己

管理ができるサポートツールもあります。さらに近い将来、頭痛外来も遠隔診

療（これまでは、主に離島などからの画像診断に使われた）の整備が進んでき

ています。 

もし、遠隔診療が受けられるようになれば、年に少数回の直接診察はあると

は思いますが、普段は頭痛専門医とご本人が PC 画面やスマホ画面で診療を受け

れる可能性も出てきています。諦めずに情報のアンテナを張り続けてみてくだ

さい。 

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/327442/041800124/?ST=healt


Q：性別：女性 

年齢：53 歳 

ハンドルネーム： たまちゃん

いつから頭痛がはじまったか：10 月はじめから 

質問内容：最初は、頭に輪をつけられ、その輪がキューと締めつけられるよう

な痛みでしたが、最近は、トイレに行って大小関係なく用を足した後や急に動

いた時に激しい頭痛や立ちくらみや吐き気がします。何かの病気でしょうか？ 

A：あなたは、緊張型頭痛と考えられます。片頭痛とならんで一次性(機能性)頭

痛(頭の痛さ自体が症状である頭痛性疾患)の代表です。孫悟空の輪っかのような

輪がぎゅーっと頭を締め付けるような痛みや、圧迫感・被帽感を伴う鉢巻様の

頭痛に肩凝りがある場合に｢筋収縮性頭痛｣と昔から呼ばれていた有名な頭痛の

ことです。しかし、近年は“筋”も‘収縮’も取れてしまい｢緊張型頭痛｣と呼ば

れるようになりました。なぜかというと緊張型頭痛は“筋収縮性”に由来する

末梢性の要因(筋硬度の上昇・筋疼痛)のみでなく、中枢性(すなわち脳)の感作が

頭痛のメカニズムに関与していることが分かってきているからです。この中枢

性(脳)のメカニズムが関与する割合は、疼痛閾値(痛いと感じる)の低下、下降性

疼痛抑制系(痛みをブロックして弱める機能)のコントロールの障害が認められ

ることが分かっています。この中枢性機序は｢稀発性片頭痛｣(月 1 日未満(年間 12

日未満))<｢頻発性片頭痛｣(月１～15 日(年間 12～180 日)<<｢慢性片頭痛｣月 15 日

以上(年間 180 日以上)と高くなっていくとされています。特に慢性緊張型頭痛

は、単なる頭重(頭痛)や首・肩の凝りにとどまらず、倦怠感、めまいに悪心も伴

い日常生活に支障が多いとされています。 

ところで、緊張型頭痛の診断は、一次性頭痛(頭痛自体が疾患)のなかで‘片頭

痛でないもの’が緊張型頭痛と診断されますが、実際は、両者の境界は極めて

あいまいです。例えば、片頭痛には生あくびに後頸部の張りを認め、緊張型頭

痛そのものといえる予兆があります。また、片頭痛の素因のない人は生涯にわ

たり緊張型頭痛のみを経験することになりますが、あなたのようなトイレ(排尿

や排便で副交感神経亢進)で脳血管拡張や急な動作(心拍亢進による脳血流増加)

による脳血管拡張などで中枢(脳)が感作されると片頭痛の特徴である脳の症状

(拍動性頭痛や立ちくらみや悪心)を随伴しているのではないかと考えられます。

さらに、最近は、軽度(英語で small migraine)片頭痛には、緊張型頭痛を生じ、片

頭痛治療薬であるトリプタンが有効であるとする報告もあり、緊張型頭痛と片

頭痛は一元的共通病態とも考えられています。ご年齢が 50 歳以上であり｢頭痛

外来｣で一度は脳画像検査お受けになることと、頭痛もち頭痛の診察を受けるこ

ともお勧めいたします。 



Q：性別：女性 

年齢：42 歳 

ハンドルネーム：ママさん

いつから頭痛がはじまったか： 3 ヶ月前くらいから 

質問内容： 最近、夫と家族の問題(子供の教育についてや親の介護など)の話を

始めると頭痛が起こるようになりました。あまり親身になってくれないので、

ついイライラしながら話し始めると、最初は頭全体が重くなって圧迫されるよ

うになり、だんだんグーッと締めつけられるような痛みになって、その後 1 日

中続くこともあります。これって精神的なものだと思うのですが、頭痛薬を飲

んでも治るのでしょうか？ 

A：ご心中お察しいたします。さて、ご質問の頭痛は痛み止めである頭痛薬を飲

んでも治ることはないと考えられます。痛み止めによって治る頭痛は、頭痛を

起こす原因が脳の外から入ってくる頭痛の痛み(例えば、頭部外傷による頭痛や

風邪の炎症による頭痛など)は、その急性炎症によって発生した発痛物質が主役

であり、その発痛物質を止める消炎鎮痛薬が有効です。あなたは、頭部打撲・

抜歯や風邪をひいたわけではありませんね？環境(ご家族との人間関係不良によ

る心理社会的ストレス)要因による精神的因子としてのストレスや精神緊張をト

リガー(誘因の一つ)として交感神経(心拍が増え血管を収縮させ活動する神経)過

緊張(中枢感作)したと考えます。その後、副交感神経亢進(脳血管拡張)によって

片頭痛が誘発され、後頸部の圧迫という予兆から頭全体が締め付けられる(頭部

外側から内側に入りこむ：imploding タイプの片頭痛)片頭痛発作を起こした可能

性が高いと考えます。ここでもし、市販薬を長期に多用してこじらせていくと

‘落とし穴頭痛’とされる｢薬剤使用過多による頭痛｣や片頭痛の慢性化につなが

ることも少なくないとされています。 

『頭痛大学』という人気頭痛サイトで有名な間中先生は、一次性頭痛(頭痛自

体が疾患)・二次性頭痛(頭痛が疾患の症状である頭痛)にも該当しないカテゴリ

ーの頭痛として“心の痛み”が関与した頭痛を「三次性頭痛」(メンタルや薬物

依存など)と、個人的な見解であるものの述べており、診察において有用な視点

となります。つまり、元々の脳の疼痛とは別に、メンタルや薬物過剰使用によ

って、脳の疼痛制御系の機能変調が生じ、痛みが増強してしまうことによって

痛み止めの効かない疼痛となりやすいと考えられてきています。あなたのよう

な片頭痛で締め付けタイプ(内側に入りこみタイプ、1 日続く、いらいらもある、

頭重や首肩凝りが目立つ片頭痛)の頭痛には、三環系抗うつ薬で疼痛閾値を上げ

ることが有効であることあります。また、頭痛専門医の紹介のもと心療内科疾

患の併存の診療や認知行動療法・漸進的筋弛緩療法など非薬物療法や心身一如



である漢方診察と治療を併用し効果が期待できるのではないでしょうか？ 



Q：性別：女性 

年齢：28 歳 

ハンドルネーム： 新婚さん

いつから頭痛がはじまったか：10 代から 

質問内容：10 代から頭痛もちです。昨年、結婚しそろそろ子どもがほしいな～

と思っています。妊娠や授乳中に頭痛がおこったら薬はのめるのでしょうか？ 

A：片頭痛は妊娠可能年齢の女性に多く、妊娠および授乳におけるお薬による頭

痛治療について患者さんからの問い合わせは多いです。さて、『慢性頭痛診療ガ

イドライン 2013』には、「発作が重度で、治療が必要な場合には発作頓挫薬と

してはアセトアミノフェンが勧められる。妊娠期間中のトリプタン使用の安全

性は確立されていないが、妊娠初期の使用での胎児奇形発生率の増加は報告さ

れていない。多くの患者は妊娠中には片頭痛発作が減少するため、予防薬が必

要となる患者は少ない。また、予防薬は投与しないことが望ましいが、必要な

場合にはβ遮断薬が挙げられる。授乳婦がトリプタンを使用した場合には、ス

マトリプタンは使用後 12 時間、その他のトリプタンは 24 時間経過した後に授

乳させることが望ましい」グレード B と記載があります。＊グレード A ではな

く、エビデンスが不足していることがうかがわれます。 

 一般に、妊娠初期から後期に至るにつれて片頭痛は軽減する傾向（妊娠後期

で 60～80％で軽減）とされていますが、前兆のある片頭痛では、ない片頭痛に

比べ軽減率が低いと報告されており注意が必要です。分娩後（授乳を開始する）

の 1 か月以内に過半数が片頭痛を再発します。授乳は母乳栄養のほうが人工栄

養より片頭痛悪化は少ないとされています。 

 妊娠中の薬物の危険度は、‘薬剤そのものの危険度’と‘薬剤の使用時期’の

問題とされています。一般論として、①最終月経初日～27 日までは無影響期、 

②妊娠初期（特に妊娠 4 週～11 週末）は胎児の器官形成期のため、薬剤の使用

は可能な限り避ける時期、③妊娠 12 週目以降は催奇形性の問題は起きないが、

胎児機能障害・胎児毒が問題とされています。わが国では、厚生労働省の事業

の一環である国立成育医療研究センターの「妊娠と薬情報センター」によるサ

イトが利用でき、実際のリスクの高低が解ります。なお、あまりにも薬剤はど

れもダメだと我慢しすぎていると妊婦の健康や体力が落ち良くない場合もあり

ます。経験的に、頭痛治療（頭痛外来・婦人科）ではアセトアミノフ ェンが

汎用されていますが、効果不良なことがあり、トリプタンの慎重な使用も必要

な場合もあります。この場合には、症例ごとにリスク＆ベネフィットを



考慮した個別対応が求められます。 

Q：性別：女性 

年齢：55 歳 

ハンドルネーム：主婦

いつから頭痛がはじまったか： １か月前くらいから 

質問内容： 子供達から手が離れ、時間もできたので、そろそろ自分の健康のた

めにと水泳を始めました。水泳をすると頭痛がおこり困っています。ジョギン

グならいいのでしょうか？運動がだめなのでしょうか？ 

A：健康のための運動は良いことです。‘頭蓋内疾患’が存在せず、運動によって誘発さ

れる頭痛のことを運動時頭痛と呼びます。激しい身体的な運動中または運動後にのみ

誘発され、持続は48時間未満とされています。あなたの場合は、一次性運動時頭痛の

可能性が考えます。念のため、頭蓋内の器質的な原因（硬膜下血腫や脳腫瘍など）の

除外と採血も必要です。一次性運動時頭痛の明確な病態生理機序は、不明ですが、

酒石酸エルゴタミン※１で予防できたという報告や、インドメタシン※２は、多くの症例で効果

が認められています。一次性運動時頭痛は､治るのに時間がかかるのは、運動や労作

による血管拡張などに関連して起こり、一般には拍動性頭痛(若い患者では拍動性でな

いことも多い)で5分～48時間持続する頭痛とされていることが原因と考えます。高地や

暑い気候(気温)で起こりやすいと報告されていますが、水泳などのように“身体の激しい

運動を長く続ける”ことで誘発される病態ともされています。身体の激しい運動を長く続

けすぎない、こまめに水分を取ること・空腹で運動しないようにしましょう。頭痛が高度で

ある場合には運動前に NSAISs でｓ予防することも考えましょう。 

 なお、“運動によって誘発された”片頭痛は、「運動時頭痛」ではなくて『片頭痛』と診

断いたします。もしあなたが、運動後（途中から）に倦怠と生あくびを生じ、後頸部の圧痛

と共に光と音が不快となり、悪心とこめかみ拍動性頭痛または締め付け頭痛であるなら

ば、‘運動により誘発された片頭痛’と診断いたします。我慢せず、頭痛外来を受診いた

しましょう。 

※１:酒石酸エルゴタミン：

カフェルゴット（ノバルティスファーマ社）片頭痛の治療薬。

クリアミン（日医工）片頭痛の治療薬。など

※２:インドメタシン：（イセイ、シオエ製薬、ニプロファーマ、鶴原製薬、久光製薬……） 

関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、痛風発作、肩関節周囲炎などに使用し熱を下げる効果、

痛みを鎮める効果、炎症を抑える効果がともに強力な薬。 



Q：性別：女性 

年齢：31 歳 

ハンドルネーム： キャリアウーマン

いつから頭痛がはじまったか：忘れた 

質問内容：以前からたまに頭痛はあったのですが、ここ１～２年、仕事が年間

で、忙しい時期とゆとりのある時期とに波があり、忙しい時期は頭痛は起こり

ませんが、比較的ゆとりのある時期になると頭痛が起こります。ゆとりのある

時には時間も取れるので、習い事や趣味をやりたいと思うのですが、頭痛が起

こると気が進まなくなります。治せるのでしょうか？ 

A：趣味や習い事など日常生活に支障がでるのはがっかりですね？もし、あなた

が光・音・臭いや人混みに過敏で、繰り返す体動で増悪する繰り返す拍動性頭

痛に悪心（吐き気）を何度か繰り返していれば、片頭痛の可能性が高いです。

片頭痛はもともと脳の過興奮性という遺伝的な素因があって、身体的・物理的・

心理的誘因により脳のホメオスターシス（恒常性）が障害され、脳の感受性が

亢進して発症いたします。この脳の恒常性を改善するには、①血液循環、②免

疫機能、③自律神経（交感神経―副交感神経）、これらの機能を改善していくこ

とが、片頭痛発作を起こしにくくしていくと考えています。あなたが、何かに

気が進まなくなるのは、片頭痛の「頭の痛み」そのものだけでなく、‘活動する

神経’である『交感神経』は休み、‘休息する神経’である『副交感神経』が優

位になっていることも影響しているでしょう。 

 お困りの症状を改善する方法は、様々あります。しかし、一度は、日本頭痛

学会認定の頭痛専門医に診断を受けましょう。その上で、あなたの週末や仕事

後の片頭痛の特徴を考えますと、体内時計の乱れを防ぐために起床時刻を一定

にする。起床時刻から 12 時間以降は PC やスマホ画面は避け、起床から 14 時

間後に就寝する。平日の仕事（業務）量のピークを金曜日に持って行かず、月・

火・…金と一定にする。腸内免疫機能を高めるために、野菜（ほうれん草やブ

ロッコリーなど）を食べる、胃腸や肝臓に微細な炎症を起こしやすいファース

トフード（パン・ハンバーガーなどの炭水化物・高脂肪食）を減らす、冬（早

春）は寒さで手足（末梢）の血管が狭くなっていることが多いので、血管を狭

くする食事（チョコレートやノンシュガーだが甘味剤（アスパルテーム含有）

の入った飲料およびカフェイン）を控える、果糖含有率の高い果物（リンゴや

みかんを 1 個丸ごと食べるなど）を控えるなどです。片頭痛を減らす生活習慣

を趣味にするのも良いことかもしれません。 



Q：性別：女性 

年齢：19 歳 

ハンドルネーム：学生

いつから頭痛がはじまったか：高校生の頃から 

質問内容： 月に１～２回頭痛におそわれます。片目にぎらつく光が走った

り、目の奥がずきずきしたりと、その時によって症状が異なります。母も片頭

痛持ちなので、遺伝よと言われますが、兄は全然頭痛が起こらないと言ってい

ます。娘（女）と息子（男）では遺伝の比率が違うのでしょうか？ちなみに、

父親が片頭痛持ちだったら兄に遺伝するのでしょうか？ 

A：あなたは、国際頭痛分類 ICHD3 で「前兆のある片頭痛」と考えます。前

兆の有る無しに関わらず、片頭痛は家系内発症が多く、遺伝的素因の存在はほ

ぼ確実とされています。一方、頭痛外来では母は片頭痛ではないのに私が何故

片頭痛になったのでしょうか？と問われると、祖母が片頭痛ということがあり、

よくお話しを聞く必要があります。また、遺伝子といっても単一遺伝子（ひと

つの遺伝子で必ず片頭痛を発症する）異常による片頭痛は、家族性片麻痺性片

頭痛の１型・２型と特殊なタイプです。一般に発症する「前兆なある片頭痛」・

「前兆のない片頭痛」は、複数の遺伝子が関与して発症することが推測されて

はいますが、確実な原因遺伝子や疾患感受性遺伝子はみつかっていません。両

親のどちらかが片頭痛だからといって絶対発症するわけではないものと考えら

れます。 

さて、現在明らかには発症（頭の痛さという意味では）されていない同胞の

方の場合でも、①発症時期が遅い可能性（女性より男性が発症年齢が遅い傾向）、

②片頭痛発作頻度が少ない可能性（年に 1～2 回）、③片頭痛の誘因が増えた場

合には発症する可能性（まだ誘因が少ない）・④頭痛（「頭の痛さ」以外の片頭

痛随伴症状（日常生活に支障がでるような‘光が不快’・‘人混みが苦手’・‘乗

り物酔いしやすい’など）はある可能性などが推測されます。もし、④も含め

て、日常生活に全く支障がないのだとすると、まだ発症していないのか？片頭

痛を発現しづらい生活習慣を徹底しているのかもしれません。 



Q：性別：女性 

年齢：33 歳 

ハンドルネーム： 花粉症デビュー５年目

いつから頭痛がはじまったか：花粉症の時期 

質問内容：スギ花粉症になって 5 年目です。昨年は比較的楽だったのですが、

今年は薬を飲むタイミングも遅れたせいもあり花粉症がひどくて、頭痛も伴い

ます。朝方鼻がつまって息苦しくて目が覚めると頭痛が始まりそのまま眠れず

出勤します。午前中は頭痛も収まっているのですが、睡眠不足で昼過ぎから眠

くなり眠さでまた頭痛が始まります。ここ数日こんなパターンです。市販の頭

痛薬を飲んでもあまり効き目がありません。何か良い方法があったら教えてく

ださい。 

A：これはお辛いですね。頭痛持ち頭痛の代表である片頭痛には、共存する疾患

として気管支喘息やその他のアレルギー性疾患があります。そのメカニズムと

して神経伝達物質、ホルモン、免疫系、疼痛制御系などの異常が示唆されてい

ます。 

(膿性)鼻漏、後鼻漏、鼻閉、咳嗽などの鼻症状を伴う頭痛は副鼻腔炎を疑う所

見です。特徴として朝に痛みが強く午後に軽くなる（日内変動）、下を向い（う

つむき・お辞儀）て症状が悪化します。 

診断は一筋縄ではいかず、上顎洞・蝶形骨洞が撮像されない頭部画像で、「鼻

副鼻腔炎による頭痛」の見逃がし、逆に鼻副鼻腔炎による頭痛と診断されてい

て、片頭痛であったことが分かった患者は 52％、薬剤性頭痛（市販薬やヒスタ

ミン薬：ヒスタミン薬は脳血管作動性がある）は 11％、鼻副鼻腔炎に伴う頭痛

は 3％であったとの報告もあります。驚くことに片頭痛と診断されていた患者の

半数以上に鼻閉や鼻漏などの鼻症状がみられます。診断は、あなたのこれまで

の頭痛の特徴(病歴)、片頭痛の家族歴が重要です。例えば、片頭痛の診断基準に

ある悪心・嘔吐は、副鼻腔炎（蝶形骨洞炎では認めることがある）では、認め

られないことに注目しましょう。 

「頭痛もち頭痛の片頭痛」・「アレルギー性疾患および鼻副鼻腔炎による頭痛」

およびその共存の疑いという観点で、『日本頭痛学会認定の頭痛外来』で、診察

を受け、診断の治療を受けることをお勧めいたします。また、ライフスタイル

（血液循環―免疫―自律神経のバランスを崩す原因）を、見つけてみましょう。 



Q：性別：女性 

年齢：22 歳 

ハンドルネーム：OL

いつから頭痛がはじまったか：最近 

質問内容：仕事で 1 日パソコンと向き合っているせいもあり、最近、視力が

落ちてきているような気がします。以前は見えていた物が見えにくくなったよ

うに思います。月に数回、夕方になると目の奥が鈍い重み、ズキズキとこめか

みが痛くなって頭痛が始まります。視力と頭痛って関係があるのでしょうか？

めがねをかければ頭痛は無くなるのでしょうか？ 

A：視力と頭痛疾患の関係ですね。さて、眼疾患で一次性頭痛（頭痛が症状であ

る疾患）と鑑別を要する重要な疾患は、急性緑内障です。診断が遅れると視力

低下が進行するので注意を要します。眼圧上昇や結膜充血・角膜混濁・視覚障

害に注意しましょう。また、ご指摘の視力低下では「屈折異常や斜視による頭

痛」や別に「虹彩炎・毛様体炎・脈絡膜炎など眼球炎症性疾患による頭痛」も

念のため気を払いましょう。 

ところで、“頭痛持ち頭痛の代表である片頭痛”の患者さんは、疲れ眼(眼精疲

労)、目のかすみ(見えにくい)、閃輝暗点（閃輝暗点を始めて経験した患者や、

特に閃輝暗点のみで頭痛を伴わない患者）、眼窩領域（目の周囲）に優位な片頭

痛、群発頭痛などは、しばしば眼科を受診することが多いと推測いたします。 

経験を積んだ眼科医は、頭痛や群発頭痛に適切に診断して対処しています。

しかし、もし、明らかな眼疾患は否定されたにもかかわらず、頭痛の症状を来

している疾患や診断を告げられず、点眼薬に、姿勢の悪さや肩凝りだから鎮痛

薬で経過を見るように告げられそうになった場合には、頭痛外来をご紹介いた

だいてみてはいかがでしょうか？ 

『頭痛外来』で診療していると、あなたのような、パソコンやコンピュータ

ースクリーン画面の LED から発せられる光（ブルーライト）が、もともとの片

頭痛に影響していると考えられる片頭痛患者さんが多数いらっしゃいます。 



Q：性別：女性 

年齢：32 歳 

ハンドルネーム： ぽんた 

いつから頭痛がはじまったか：酷くなったのは 1、2 ヶ月前 

 

質問内容：もともと偏頭痛をよく起こしていたのですが、半年前から右股関節

が痛くなり 1、2 ヶ月前から毎日のように頭痛が起きます。さらに、家族から言

い間違えも多いよと、指摘されるようになりました。一度職場の人の名前を呼

ぼうとしたら分からなくなり、次の日には名前をしっかり思い出したって事も

ありました。病院に行った方がいいのか、病院に行く必要があれば何科を受診

したらいいのでしょうか？ 

 

A：ご心配になりますね。もともとの頭痛が、光・音過敏を伴い体動で増悪する

繰り返す拍動性または絞扼性頭痛に悪心を伴っていれば片頭痛を第一に疑いま

す。また、1，2 か月前から毎日（連日）の頭痛となっていることを考えると、

慢性片頭痛に変化（変容型片頭痛）しているかもしれません。推測される誘因

として、あなたが、半年前からの右股関節痛に NSAIDs（非ステロイド系消炎鎮

痛薬）を初めとした鎮痛薬を頻回に服用・繰り返す頭痛発作を我慢・繰り返す

疼痛や右股関節痛による身体活動低下により交感神経機能亢進など…により、

もともとの片頭痛が、「薬剤使用過多による頭痛」および「慢性片頭痛の疑い」

へ増悪した可能性もあると考えます。もし、そうだとしますと、繰り返す連日

の片頭痛（慢性疼痛）は、エネルギーをかなり消耗します。睡眠障害（熟睡障

害・日中の傾眠）・不安および鬱など情動系の機能障害に加え、注意覚醒機能障

害（集中力低下）も発現する可能性もあると考えられます。 

一方、もともとは典型的な片頭痛であったとしても、何か 2 次性の脳疾患が

併発したのちに、右股関節が痛くなっている可能性も完全には否定できず、脳

疾患により、人の名前が出てこない（発語障害 or 想起障害）が起こっている可

能性も否定できないと考えます。日本頭痛学会認定している脳神経内科または

脳神経外科を受診するべきであると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 



Q：性別：女性 

年齢：44 歳 

ハンドルネーム：OL  

いつから頭痛がはじまったか：10 年前から 

質問内容：私は肩こりからくる頭痛に悩まされています。以前、テレビで痛

みと音楽の関係を研究する音楽治療評論家の藤本幸弘氏が、頭痛を抑えたかっ

たらクラシック音楽の組曲「動物の謝肉祭」の「白鳥」を聴くとよいと言って

いたと友人から聞きました。たくさんある曲の中からなぜこの曲なのだろう

か？普段あまり音楽を聞くことはないので、信じがたいのですが、治るものな

らと、何回か聞いていると落ち着くような感覚になり痛みが少しなくなってく

るような感じがありました。完全に痛みが消えたわけではありません。気のせ

いなのでしょうか？音楽で頭痛って治るのでしょうか？ 

 

A：音楽と頭痛は、「音楽」と「脳の機能」を考えると、関係が深いと考えら

れます。例えば、歩行障害や運動障害の方にリズミカルな音楽と一緒に動作を

すると改善することや、一般の方でも BGM を聞きながら単純作業を行うと飽き

ずに長く続けられることを経験するかと思います。ところで、脳には、他の臓

器にはないプラセボ効果という特徴があるのも無視できません。例えば、片頭

痛患者に偽薬（プラセボ（効果のない薬：ただの粉））と真薬（効果のある薬）

対照でダブルブラインド試験を行うと、偽薬（プラセボ）と真薬（現在承認さ

れているトリプタンなど）とで、どちらを服用しているか本人も治療者も分か

らないで治療した場合、真薬ほどではないものの、偽薬（プラセボ）でも、改

善効果が示されることが、よくあるとのことです。さらに驚くことに、薬理作

用のない偽薬（プラセボ）でも脳の機能（神経伝達など）に効果が認められる

ことが分かっています。＊これは、真薬（海外の同疾患で効果が実証されてい

る）であっても日本人で効果が実証されなくなってしまいかねない現象です。

したがって、あなたのように、普段あまりクラシック音楽を聴かない人が、“も

しかしたら頭痛が改善するのでは？と期待を持って”（実は、プラセボには、相

手を喜ばせるという意味がある）音楽を聴いたことにより、脳の可塑性（改善

しようとする作用）が働いたものと推測されます。かつ、音楽によって、リラ

ックス効果（副交感神経機能を高め、交感神経過緊張が軽減）によって、全身

の血液循環の改善につながっている可能性もあると考えられます。また、あな

たは何回か聞いているうちにと記載されていることから、一度、何らかの音楽

で効果を実感すると、その音楽を聴くと、治らないまでも悪化しないという安

心効果（落ち着く）もあるものと推察いたします。 

 




