第 41 回日本頭痛学会総会
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「女性のための
頭痛講座」
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第 部 講演

女性の敵「片頭痛」
広島市立広島市民病院・山脇健盛先生

■司会のことば

〜山脇先生のご紹介〜

山脇：紺野先生、ご紹介をどうもありがとうござ

紺野：ただ今、ご紹介にあずかりました紺野でご

いました。広島からやってまいりました山脇と申

ざいます。多くの方にご参加いただきまして、ま

します。
「女性の敵『片頭痛』
」について、女性の

ことにありがとうございます。今日は、女性のた

味方の山脇が、お話させていただきます（図 1）。

めの頭痛講座ということで、広島市立広島市民病

今日お話するのは、①頭痛の種類、②片頭痛、③

院の山脇健盛先生にご講演をいただきます。演題

女性と片頭痛、についてです。

は「女性の敵『片頭痛』」でございます。皆様、
誤解のないように。女性の敵が、山脇先生ではご


ざいません。敵は、あくまでも片頭痛でございま
す。山脇先生は、頭痛の専門医として広島の女性
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のために尽力されておられますが、今日は、わざ

頭痛の種類について

わざ盛岡までお越しいただいて「岩手のために、



ぜひ味方になりたい」とおっしゃっていただきま
した。それでは、先生、どうぞよろしくお願いし

■頭痛にもいろいろいの種類がある

ます。

頭痛にも、いろいろ種類がございます。中には
「脳が痛いんです」と言って、来られる方もいま
すが、実は脳は痛みを感じないのです。頭痛の種

■ご挨拶と本日の話題について

類で「日常的に起きる頭痛」は心配するものでは
ありません。頭痛の中で気を付けなければいけな
いのは「脳の病気」です。今日話題の「頭痛持ち
の頭痛（慢性頭痛）
」には、片頭痛、緊張型頭痛、
群発頭痛の 3 種類があります（図 2）。
「日常的に起きる頭痛」は、お酒を飲むとアル
コールの分解成分で、頭痛が起きます。これは、
私もしょっちゅうあります。それから、アイスク
リームやかき氷を急いで食べると頭痛がします。
気を付けなければいけないのは「脳の病気が疑
われる頭痛」です。どういう場合にこれを疑わな
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ければいけないかというと、①今まで、経験した

講演

けられるような頭痛、そんなに強い痛みではない、

ことがない頭痛、②非常に強い頭痛、③急激に起
きた頭痛、④痛みがだんだんひどくなってくる頭
痛、⑤原因不明の高熱、吐き気や嘔吐を伴う頭痛、
⑥「手足が動きにくい・しびれる、喋りにくい」

動くとかえって和らぐことが多い頭痛です（図 4）。
「群発頭痛」は、かなりまれで、30 〜 40 代の
男性がほとんどです。1 〜 2 か月の間、片目を
えぐられるように痛くなる頭痛です。特にお酒を
など神経症状が現れてくる頭痛、などです。

飲むと非常に強い痛みになってくる、こういう頭
痛もあるということを、知っておいていただけれ
ばと思います（図 5）。

■慢性頭痛の三兄弟
慢性頭痛には、大きく分けると、3 つあります。
「片頭痛」というのは、月に 1 回〜数回、おも

■日本にはどれくらいの頭痛持ちがいるか
15 歳以上の 4029 人の人に無作為に電話をか
に頭の片側、動くと痛みが激しくなる、吐き気が

けて「あなたは、頭痛持ちですか」と聞いたとこ

来たり、光や音に非常に敏感になってしまう、と

ろ、約 20% が緊張型頭痛、8% が片頭痛でした。

きに前触れを伴います（図 3）。

したがいまして日本全国で約 800 万人の片頭痛、

「緊張型頭痛」は、中年以降の方にわりと多く、

2 千万人ぐらいの緊張型頭痛の方がいらっしゃる
ということになります（図 6）。

肩こりやストレスと関係がある、頭全体が締め付
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もみな消えたり」などと書かれています。片頭痛
というのは、非常に強い頭痛が来るので、何もで
きなくなってくるわけです。
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片頭痛とは


■片頭痛の特徴

■片頭痛と偏頭痛は同じ頭痛か

片頭痛における頭痛の特徴としましては、①と

片頭痛を「字で書いてください」というと、半

きどき起こる、月に 1 回から数回起きる、②ズ

分ぐらいの方は「偏頭痛」と書かれるのではない

キンズキンと脈と一緒に来る。③主に片側。片側

かと思いますが、実は医学用語では「片頭痛」な

が多いので、片頭痛の名前がついたのですけれど

のです。
『広辞苑』を引きますと、今は両方あり

も、両方のことも結構あります、④動くと痛みが

ますが、第 5 版までは「偏頭痛」しかなかった

強くなる、⑤光がまぶしい、音が気になる、⑥顔

のです。ほかの辞書には、両方書いてあったので

が蒼白になって、吐き気、嘔吐、⑦前兆を伴うこ

すけれども。
『広辞苑』だけは、なかなか改訂さ

とがある、などです（図 8）。

れませんで、ようやく第 6 版になって「片頭痛」
が採用されました。

■片頭痛持ちに天才が多い
今日は、片頭痛の方が結構おられるのではない
かと思いますが、あまり悲観することはありませ
ん。片頭痛の人には、天才が多いです。特に、男
性では、皆さん、よくご存知の方が片頭痛持ちで
す（図 7）。女性も、有名な片頭痛持ちの人がい
るのです。それは樋口一葉…、
一葉の日記には
「頭
痛たへえがたければ、此夜は早くふしたり」
「頭

■前兆と予兆

痛激しく暇を乞いて、灸治（きゅうじ）に行かん

「前兆」があるかどうかで、片頭痛は①前兆の

とす」「かしらはただいたみに痛みて何事の思慮
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ある片頭痛と、②前兆のない片頭痛の 2 種類に
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める」と克明に前兆というものを表現しています

分けられます。前兆のある片頭痛は、大体片頭

（芥川龍之介「歯車（1927）
」
）
。

痛の 10 人に 1 人ぐらいです。前兆というのは、
頭が痛くなる前の状態です。実は、そのさらに前

■片頭痛の治療の前に正しい診断を

に「予兆」というのがあって、それから、前兆が

片頭痛が問題になってきますのは、日常生活

出て来ます。

の支障が非常に大きいことで、4 分の 3 の人が、

予兆というのは、何となく頭痛が起きるのでは
ないかと、自分で感じることが多いのですけれど

寝込んでしまいます。したがって治療が大事に

も、そのときに機嫌がよくなったり、反対に落ち

なってきます。片頭痛の治療において一番大事な

込んだり、お腹がすいたり、あくびがでたり、肩

ことは、まず正しい診断です。自分で「片方が痛

こりがしたり、という症状が出てきます（図 9）。

いから片頭痛だ」というふうに決めないで、もし
一度も診断を受けていなかったら、できれば一度
は診断を受けた上で、それなりの対処をされこと
をお勧めします。

■片頭痛の治療薬にはどのような種類があるか
片頭痛の薬物療法としましては、①痛い発作の
ときにのむ「急性期治療薬（発作頓挫薬）
」と、
②発作の回数が多くなったときにのむ「発作予防
薬」があります。回数がそう多くない場合は、発
作のときだけ服薬すればいいわけなのですけれど
も、回数が多いときや、非常に強い痛みが来る場
片頭痛は、血管が開いて炎症を起こして、痛く

合には、
「予防薬」
というのをのむことができます。

なる頭痛なのですけれども、その前の段階では、

発作の頓挫薬（発作や痛みを抑える薬）は、十

頭の血液の流れが悪くなって、
「閃輝暗点」とい

数年前に、①「トリプタン」という非常にいいお

う前兆が起こります。
見ようとしているところが、

薬が出てきました。ただ、これは薬局では買えま

きらきらして、だんだんとそこが見えなくなって

せん。病院ないしクリニックへかかられて処方箋

いる、これを「前兆」といいます。蜂の巣のよう

が必要になります。②「鎮痛薬」は、一般の薬局

なものが見えたり、歯車が見えたり、写真のネガ

でも買えるイブやナロンエースなど、たくさんの

のように見える前兆もあります。

種類があります。片頭痛のときには吐く方が多い

芥川龍之介、「ちゃがわ」ではないです。私の

のですが、③「制吐薬（吐くのを抑えるお薬）
」

中学の同級で、
「ちゃがわ龍之介を読みました」

もあります。実は制吐薬をのむことによって、頭

と言うやつがいました。今は立派な医者になって

痛が治まることもあります。

いるのです。これを読めなくても医者にはなれま

以上の三種類が、片頭痛の発作のときに使われ

す。芥川は「半透明の歯車だった・・・次第に数

るお薬です。

を殖やし・・・視野をふさいでしまう・・・暫く
の後には消え失せる・・・今度は頭痛を感じはじ
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■トリプタンの特徴は



トリプタンというお薬は、血管が開いて痛く
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なっている片頭痛の血管を収縮させます。普通の

女性と片頭痛

鎮痛薬（痛み止め）は、関節や歯が痛いなどのと



きに使うお薬で、とりあえず、痛みを対症的に抑

■片頭痛は 20 〜 40 歳代の女性に好発する

えるという薬なのです。
トリプタンは、
痛みのもっ

初潮から始まる生理、さらに妊娠・出産・授乳

と前の、原因となる血管を縮めて、炎症を抑えて、
片頭痛を抑えます。だから、片頭痛のもとから治

という女性のライフイベントと片頭痛は、非常に

療するということで、片頭痛のときにのみ、特異

関係が深いわけなのです。片頭痛というのは、若

的に効くお薬であります。ほかの痛みのときには

い女性、特に、20 〜 40 代のあたりに多く、最

効きません。

初は 10 代で出て来ます。最盛期には 5 〜 6 人
に 1 人は、片頭痛を持っている、反対に、だん

トリプタンには、いくつか種類がありまして、
商品名でいうとイミグラン・ゾーミッグ・レルパッ

だんと年齢がいくと、少なくなってきます。女性

クス・マクサルト・アマージで、
製剤としては錠剤・

は男性の 4 倍ぐらい多くなっています（図 10）。

点鼻薬・注射薬・口腔内崩壊錠（片頭痛は、いつ

片頭痛が女性に多い理由としては、①ホルモン、

起きるかわからないので、水なしでも口の中で溶

②遺伝子、③文化的要素、④ストレス、⑤ライフ

けるようなタイプの製剤）があります。それぞれ

ステージ、などが考えられます。つぎにそれぞれ

合う合わないがありますので、かかりつけの先生

について解説していきます。

とご相談ください。

■片頭痛の予防薬の適応は
片頭痛の予防薬を、どのようなときにのむかと
いいますと、①非常に回数が多いとき（月 4 回
以上）、②生活に支障をきたしているとき、③お
薬を月 10 回以上のんでしまうとき、などです。
お薬をのみ過ぎると、また頭痛が来るという、や
やこしいことがあるのです。月のうち、10 〜
15 日以上、
お薬をのむような人は
「薬物乱用頭痛」
の可能性があるので、その場合は病院で相談され

■性周期と関係するホルモンの影響

た方がよいと思います。

一つには、性周期と関係するホルモン（エスト

予防薬は、いろいろ種類（カルシウム拮抗薬、
β遮断薬、抗けいれん薬、抗うつ薬）があります

ロゲン）の影響です。月経あるいは排卵のとき、

けれども、やはり病院で出してもらわないといけ

ホルモンは月単位で変動しておりますが、これが

ないお薬です。

減ってくるときに、片頭痛が起きやすいというこ
とがわかっています。したがいまして、月経や排



卵のときに片頭痛の回数が非常に増えてきます
（図 11）
。

6

第1部

講演

の責任など、非常にストレスが貯まってくる…。
この時期に、また頭痛が悪くなってくるというふ
うな経過を取ることが多いようです（図 12）。

■片頭痛の誘発因子
片頭痛というのは、何かきっかけがあって、出
てくることが多いようです。そのきっかけは、人
ごみ、天候、特に、気圧が低くなってくると出て
くる…。だから、昔は、片頭痛持ちは、天気の予
言者といわれました。たとえば卑弥呼が、片頭痛

■女性のライフステージと片頭痛

持ちではないかという話があるのです。彼女は、

片頭痛は初潮前後に発症する女性が多く、発作

気圧が下がってくると、雨が降る、あるいは、台

は生理に関連して起こりやすく、妊娠中には非常に

風が来る、そういうことを予言していたのではな

減ってくることが多いです。月に2 〜 3回あったの

いかという説があります。

が、本当に驚くぐらい、ぴたっと止まる方も結構お

寝不足は、片頭痛の誘発因子になるのですけれ

ります。しかし、出産後には、また出てきて…。閉

ども、反対に、寝過ぎも…。毎日、非常に仕事が

（図12）。
経後には、わりと発作が軽くなってきます

忙しくて、4 〜 5 時間しか寝ていないのが、休
みの日に 9 〜 10 時間ゆっくり寝ると、片頭痛
が起きてくる、せっかくの休みが、その頭痛のた
めに台なしになってしまいます。温める（お風呂
など）と、片頭痛が起きることがあります。子ど
もの行事や親の介護、嫁・姑関係もかなりストレ
スです。
※片頭痛発作の誘因 : ストレス（72%）
、月経
（68%）
、
強い臭い（55%）
、
不規則な睡眠（52%）、
天候の変化（46%）
、
欠食（45%）
、
身体運動（45%）

■見逃されやすい月経時の片頭痛
■ライフイベントと頭痛

女性片頭痛患者の 6 〜 7 割が、月経周期に関

最近では、働かれている女性も非常に多くなっ

係しております。子どものときは、男女で差がな

ていますが、就職しますと、職場の人間関係、通

いのですけれども、初潮がある頃（12 〜 15 歳）

勤ラッシュ、帰宅が遅い、睡眠不足、運動不足、

から、女性のほうが多くなり、生理経前後に片頭

いろいろなことが出てまいります。それから、さ

痛が出ることが多いのです。したがいまして、月

まざまなライフイベント（結婚、出産・授乳、子

経関連の頭痛は、片頭痛の可能性が非常に高いと

育て、仕事との両立、など）があります。さらに

いえます。ただ、現実は、それがあまり認識され

年齢がいくと、子供の受験、介護の問題、仕事で

ていません。ただの生理痛と関連したもの、生理
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痛の一種というふうに思われています（図 13）。

の可能性がある）
。こういうときは、病院にかか

そのために、この時期に、いろいろ日常生活の

られる必要があります。なお頭痛がおさまってい

障害が生じてしまう…。月経時における頭痛の 3

るときでも受診はできます。

分の 2 ぐらいは、片頭痛というふうに考えられ

頭痛は、原因によって、対処法が違いますので、

ています。

神経内科、脳神経外科、内科の先生の診察を受け、
その指示に従い正しく治療しましょう。勤め先に
産業医（職場の診察医）がおられれば、そこで相
談をされてもよいと思います。

■医師には何を話せばいいの ?
今までの頭痛について、まとめてメモしておい
ていただくと、我々も非常に診療がしやすいので
す。①いつからある頭痛で、痛みはいつ、どんな
ふうに始まるか ? ②いつまで続いたか、その回
数は ? ③どんなとき、何をしたときに強くなる
のか ? ④頭のどこが、どんな痛みか、強さは（脈

■女性片頭痛治療の問題点

打つような痛みか、締め付けられるような痛み

生理の時の片頭痛には特徴があります。①非常

か）? ⑤生活（会社・学校など）に支障があるか

に強い、②普段よりも治療に抵抗性、③そのため

（これは、非常に大事です）? ⑦どんな薬を、いつ、

に生活の質が落ちてくる、④薬が効きにくい、そ

どのくらいのんでいるか ? などを整理してから

のために発作頓挫薬を使い過ぎで薬物乱用頭痛を

診察を受けると、医師に頭痛の症状を正しく伝え

招きやすい、などてす。また女性は、経口避妊薬

ることができます。

を使うことも、妊娠の可能性もあります。妊娠・
授乳中の治療も問題点となります。

■周りの人に理解を得ましょう
頭痛に限らず痛みは、本人にしかわからない、

■頭痛で病院にかかる目安

我々も外からこれを測ることができないです。し

普段、市販薬で済まされる方も多いのですけれ

たがいまして、外からなかなか理解してもらえな

ども、どういうときに病院にかかればいいか、お

い…。上司から「仮病じゃないか」
「本当に痛い

示ししますと、①正しい診断を受けたいとき（い

のか」などと言われることもあります。職場の上

つもの頭痛で、市販の鎮痛薬でよくなれば、心配

司や同僚に理解してもらえれば、気持ちも楽にな

はないのですけれども、一度はやはりどういう

ります。いつも使っている OA 機器のレイアウ

頭痛か、正しい診断を受けたほうがよい）
、②市

トなど頭痛の原因があるかもしれません。職場の

販薬で痛みが治まらないとき、③週に 2 〜 3 回、

環境を工夫すれば、頭痛は楽になります。

起きるようなとき、④薬を週に 3 回以上服用す



るとき（薬物乱用頭痛の可能性があります）
、⑤
いつもと違う頭痛や突然の頭痛のとき（脳の病気
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第1部

■日頃から気を付けておくことは ? ⇒ライフ

講演

いこともありますが、その辺も配慮したアドバイ

スタイルを変えてみましょう

スをいただけると思います。

頭痛が頻繁に起こったり、ひどくなるのは毎日
の生活に余裕がなく、ストレスの多い生活の証か

岩手県は、人口当たりの頭痛専門医が日本で 2

もしれません。ほんの少し習慣を変えるだけで、

番目多い県で、
非常に恵まれています。今日いらっ

頭痛の苦しみを和らげられます。日頃から気を付

しゃる紺野先生、寺山先生、工藤先生、皆さん頭

けておくことは、誘因を知り、それを避けること

痛の専門家です。日本頭痛学会のホームページ

です。例えば、人ごみ、臭い（タバコ、香水など）

（http：//www.jhsnet.org/）には頭痛専門医一

を避け、光にはサングラス、騒音には耳栓を当て

覧というのもありますので、
頭が痛いという方は、

るなどの対策をとります。心と体をリラックスす

そちらを見て、かかられるといいと思います。

ることも大切です。規則正しい睡眠（7 時間ぐら
いは寝る）
、日頃からの運動、気分転換、ストレ

以上でございます。どうもご清聴ありがとうご

スをため過ぎない、などの配慮をします。

ざいました。

食べ物やお酒にも気を付けてください。規則正
しい食事をする（空腹は片頭痛を起こしやすい）
、

紺野：山脇先生本当にありがとうございました。

グルタミン酸の入った料理を避ける、アルコール

非常に濃い内容をとてもわかりやすい、優しい口

（血管が開きます）の摂取を避ける、コーヒーを

調で説明していただきまして、さすが女性の味方

飲みすぎない、痛み止めの薬を飲みすぎない、な

ということがよくわかりました。山脇先生、普段

どの注意を守ります。

かかっている人、あるいは、これから病院にかか

※味の素の成分はグルタミン酸ソーダです。中

ろうかと思っている人、頭痛で悩んでいる方に、

華料理では、非常に多くの味の素を使っていたこ

病院に行きやすくなるようなアドバイス、きっか

とがあります。その場合、食事をすると頭が痛く

けなどアドバイスいただければと思います。

なる方が結構いたのです。これを「中華料理店症
候群（Chinese Restaurant Syndrome）
」とい

山脇：頭痛で悩まれている場合は、まずは気軽に

います。

一度、相談みたいな形で、かかられるといいと思
います。女性の場合、妊娠、出産もございますの
で、長く付き合っていかなければいけません。医

■今日のお話のまとめ■

者と患者関係は、人間対人間ですので、合う合わ

頭痛の種類について：慢性頭痛（日常的にずっ

ないがあります。相性のよい先生を見つけてくだ

と続いている頭痛）には、片頭痛、緊張型頭痛、

さい。頭痛というのは、問診で初めて診断できま

群発頭痛があります。

すので、やはりお話しすることが大事なのですよ

片頭痛について：周期的に起きる、主に片側の

ね。だから気軽に話をできる先生を見つけるとい

強い痛み、治療は発作時にトリプタン、回数の多

うのが、非常に大事ではないかと思います。

い場合には予防治療を行います。

•

女性と頭痛について：月経時の頭痛は片頭痛の
可能性があります。できれば一度は医療機関へか
かられて、頭痛について相談されるとよいでしょ
う。お仕事をされていると、定期的な通院は難し

9

第

3部 トークショー／Ｑ＆A
「片頭痛患者さんの意外な敵」

司会：それでは、トークショーの最初、Q&A に

れています。その一環として頭痛が出る場合、片

まいります。まずは質問 1 です。

頭痛のことがあって、厳密に区別するのは難しい

ダイスケ：臭いに敏感で、洗濯用洗剤や柔軟剤で

ですよね。ただ、片頭痛の場合は、拍動性に来る、

も頭痛がしてしまいます。これも片頭痛でしょう

あるいは、少し動くとすごく響くなど、片頭痛と

か。

して特徴を持っていることが参考になります。

司会：こちらの質問には、工藤先生にお答えいた

生理時の片頭痛は、月経前に来ることが多いで

だきたいと思います。

すよね。そのことである程度の区別はできます。

工藤：片頭痛の患者さんたちは、普通の人がいい

頭痛ダイアリーをつけてもらうと、生理と頭痛の

と感ずる香水や洗剤や柔軟剤の臭いがを不快に感

関係の区別がつきます。

じる方が多いですね。臭いを不快に感じる方は、

生理時の片頭痛は、普通の発作よりもお薬が効

もしかすると片頭痛持ちかもしれません。柔軟剤

きにくいと言われていまして、トリプタンだけで

はたくさん種類がありますので、不快ではない臭

はなかなか効かないことが多い、そのときは鎮痛

いのものを、選んでいただくというのもひとつか

薬（病院・市販のもの）を同時に飲んでいただく

と思います。

こともしばしばあります。病院でかかっていらっ

香水など人工の香りは、ほかの人は大丈夫でも、

しゃれば、予防的薬を生理の数日前から、のんで

片頭痛の人には苦手ですので、避けるようにして

もらうというのも 1 つの方法かもしれません。

いただくしかないと思います。患者さんの好きな

妊娠中・授乳中は「これはのんでいい」という

香りのものもありますので、そのようなものを選

お薬はないのですね。どうしてものときにのむ薬

ぶことが大事です。

で安全と言われているのが、アセトアミノフェン
（カロナールなど、子どもの熱冷ましでよく使う

司会：では、質問 2 にまいりましょう。

薬）です。

ダイスケ：生理痛と片頭痛の区別は ? 生理痛の

授乳中も、のんでよいというお薬はないのです

頭痛にはどんな薬がいいですか。妊娠中、授乳中

けれど、イミグランは服薬 12 時間後に授乳して

に飲める薬はありますか。

もよいとされています（他のトリプタンは 24 時

司会：お薬の質問となりますね。山脇先生教えて

間）
。服薬前に搾乳してそれを後で哺乳する方法

ください。

もあると思います。アセトアミノフェンはいつで

山脇：生理痛と片頭痛の区別ですが、生理痛とい

も授乳できます。詳しいことはかかっていらっ

うのは、下腹部痛、それから、腰が痛いという方

しゃる先生と相談されるのがいいと思います。

がほとんどで、ひどい方は「月経困難症」と呼ば

10
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司会：続きまして質問 3 にまいりましょう。

行くというのは 1 つポイント、勉強になりまし

ダイスケ：慢性頭痛があり、毎日薬をのまないと

たね。

仕事になりません。どのタイミングで薬をのむの
が一番いいですか。のむタイミングというのがわ

■片頭痛患者さんの「意外な敵」とは

からないです。
司会：そうですよね。ずっと痛くてもくすりをの

岩手医科大学内科学講座神経内科・老年科分野

み続けるわけにもいきません。寺山先生にうかが

工藤雅子先生

いたいと思います。お願いします。
寺山：お薬をのまないでいると不安になって、ど

司会：たくさん質問いただいたのですが、今日は

んどんのんでしまう場合、医学的にいうと、薬物

この 3 つの質問だけしかお答えすることができ

乱用頭痛という物騒な名前になります。具体的に

ませんでしたので、工藤先生に補足としてレク

言うと、1 か月に 15 日以上頭が痛くて、3 か月

チャーを用意していただきました。工藤先生お願

続いている人たちが毎日のように服薬しているよ

いいたします。（図 14）

うな場合です。
くすりをのまないと頭痛が起こる、
くすりをのむと少しす〜っとするけれど、また痛

図 14

くなる…。この場合は、
頭痛専門医に相談をして、
本当にその薬が合っているのか、合っていなけれ
ば、トリプタンを処方していただく必要がありま
す。
服用のタイミングについていうと、片頭痛でし
たら、痛くなり始めのときにのむとよくなります。
痛くなっている最中にのんでも、効く人も、ほと
んど効かない人も、
おります。生理の時の頭痛も、
きちんと診断してもらった上で薬をのんだほうが
いいですね。
「病院には行きづらいです」という質問をいた

工藤：第 1 部で山脇先生にたくさんお話をして

だきました。これは病院で「頭痛ぐらいで忙しい

いただきましたけれども、ダイスケさんの素敵な

ところに来るんじゃない」「あんたの痛みはわか

お歌にうっとりして忘れてしまった方もいらっ

らないからどっかに行って」などといわれたりす

しゃるかと思いますので、補足をさせていただき

るからですね。
そういうときは、
頭痛専門医にしっ

たいと思います。
「片頭痛患者さんの意外な敵」

かり診てもらうというのが大事です。そこで、ど

を中心に少しお話させていただきます。まずおさ

ういう頭痛なのか、服用のタイミング、薬物乱用

らいを…。

頭痛になっていないか、をきちんと診てもらって
から、薬をのむとよいです。

■片頭痛ってどんな病気なのでしょうか
司会：はい。ありがとうございます。きちんと病

◆まず頭痛の発作を繰り返す病気、発作がないと

院に行ったほうがいいですね。忙しいなどで行き

きは何ともないという状態です◆若い女性に多く

づらかったのですけれども、専門医を調べてから

て、男性の 3 〜 4 倍◆発作が起こったときに動

11

くと頭痛が悪くなる◆痛みの程度は結構ひどく

食べたときに限って発作が起きる片頭痛の方は、

て、発作のときは日常生活に支障をきたすことが

避けたほうがいいということですね。誘発因子

多いという状態です◆吐き気を伴って吐いてし

は、人それぞれなので、ご自分でどれが自分の誘

まったり◆光や音、それから臭いで頭痛が悪くな

発因子なのかというのをきちんと見極めて、それ

りますので、頭痛が起きてしまうと、静かな暗い

を自分で排除していくということが大事だと思い

部屋でじっとしていたくなる－そういう頭痛が片

ます。

頭痛の発作ということになります。

■生理のときの頭痛（月経関連片頭痛）

図 15

女性片頭痛患者さんの 60 〜 70% が、生理に
関連して片頭痛が悪くなるという経験をしていま
して、そのときの頭痛は、片頭痛の特徴を持った
頭痛です。月経関連片頭痛の方たちは、実はそれ
が片頭痛だとわからずに、それを生理痛だと認識
していました。月経のときに起きる片頭痛に対す
る認識が薄いとことを示すデータもあります。
実は、生理のときに起きる片頭痛発作の特徴は。
①いつもの片頭痛発作より長く痛む、持続時間が
長い、②いつものお薬が効きにくく、鎮痛薬が効

■片頭痛患者の誘発・増悪因子（図 15）

かない、③いったんよくなってもまた再発する、

片頭痛患者さんは、ほかの人が大丈夫だけれど

④吐き気などという症状も痛みも重度ですごくひ

も、片頭痛患者さんにとっては敵になるような誘

どい、
いつもの片頭痛もつらいのにさらにひどい、

発・増悪因子というのがたくさんあるのですね。

という特徴があります。

たとえば、環境の要因の中では、光や音、香水や
たばこの臭い、柔軟剤の臭い、それから、天候の

■片頭痛患者さんの休日には危険がいっぱ

変化ですね。これから雨が降る、台風が来るとい

い !?（図 16）

うことがわかる、それに伴って調子が悪くなる患
者さんもたくさんいます。
あとは、気温が急激に変化する季節の変わり目

片頭痛の意外な敵というのは、休日に起こるこ

も苦手です。それから歯が痛い、風邪のときにも

とが結構多くてものです。忙しくしていてやっと

誘発されやすくなるようです。あとは食べ物、中

とれた休日に、ストレスから解放された、たっぷ

華料理のお話も山脇先生がなさっていましたけれ

り睡眠をとった、少しいつもより多くアルコール

ども、これらの食べ物を食べてはいけないわけで

を飲んだ、遊びに行く予定を入れた緊張、そうい

はないですね。よく赤ワインが有名なので、頭痛

うものがすべて片頭痛患者さんの誘発因子となり

持ちは赤ワイン飲んではいけないのですかと、聞

ます。それで「危険がいっぱい」というふうにい

かれるのですけれど、そういうことではなくて、

わせていただきました。患者さんは「また頭痛が

赤ワインを飲んでも平気な方はいいのですが、赤

起きたらどうしよう」という不安をいつも抱えて

ワインで頭痛が悪くなる方、あるいは、チーズを

いることになります。
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■片頭痛患者さんにとっての問題点〜つらい ! 〜

に時間がかかりますので、必ず専門の病院に行か
れたほうがいいと思います。鎮痛薬は、適切な服
薬回数におさめる必要がありますので、かかりつ

図 16

けのお医者さんにきちんと相談していただければ
と思います。

図 17

ひとたび頭痛が起きてしまうと◆仕事や家事が
できなくなって寝込んでしまうので、生活が犠牲
になる◆発作はかなりひどくて、頭痛のつらさは
尋常ではない◆市販薬をのんでも、どうも頭痛が
よくならない◆いつ頭痛が起きるかどうかわから

■片頭痛患者さんの気持ち…

ないので、予定が立たない、約束してもまた頭痛
が起きたらどうしようという不安◆頭痛薬をこん

「頭痛なんかで病院に行くの ?」と家族に言わ

なに飲んでいいのだろうか、お薬を飲んで悪影響

れてしまう、あるいは病院に行ったときお医者さ

があるのではないかなどの心配◆何よりも周りの

んに「こんなんで病院に来て」と言われてしまう、

人にそのつらさが理解されないという声をよく聞

市販薬をのんで寝てればいい、あるいは我慢して

きます。

寝ていればいい思っていたので「こんなことで病
院に行っては申し訳ないのではないか」とおっ
しゃる患者さんがおられます。命に関わらないの

■鎮痛薬を常用することによって起こる頭痛

で、たかが頭痛くらいでというふうにいわれてし

がある !?（図 17）

まうのですけれども、片頭痛は支障が多い病気で

「薬物乱用頭痛」という物騒な名前の頭痛に関

すので「たかが」というのは当てはまらないと思

して、もう一度少し振り返らせていただきます。

います。

薬物乱用の薬物は、非合法の薬物ではなくて、普
通の鎮痛薬ですね。
「鎮痛薬をたくさんのんでし

■実際に、病院に行ったら

まうことによって起こる頭痛」があるということ

まずはお話をゆっくりお聞きして、どんな頭痛

は、意外にまだ知られていない事実だと思います。
頭痛持ちで、
週 2 回以上鎮痛薬を飲む状態、
3ヵ

なのか、頭の中に怖いものがないか、ということ

月、月に 5 回も 6 回以上も飲んでいる状態が 3

を確かめるために、神経学的診察や MRI や CT

か月以上続いている人は「薬物乱用頭痛」の可能

の検査を行います。怖い頭痛が除外できたところ

性があります。これになりますと、よくなるまで

で、慢性頭痛のどのタイプなのかをチェックシー
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トなどを付けていただいて診断します。

以上です。ありがとうございました。

頭痛ダイアリーをつけると、頭痛の回数、強さ、
薬をのんだ回数やその効き目が一目瞭然となりま

司会：ありがとうございました。工藤先生にわか

すので、気長に記録していただくことも大事です。

りやすい説明をしていただきました。さて、本日

頭痛のタイプがわかりましたら、お一人一人に

は、せっかく 3 人の先生にご登壇いただいてお

合った治療を行うことになります。大事なのは、

りますので、最後に、片頭痛患者さんどんな生活

お薬だけではなくて、一人ひとり違う誘発因子を

を心がけたらいいか、アドバイス、メッセージな

ご自分で排除します。お薬もただの鎮痛薬ではな

どを、お一人ずつからいただきたいと思います。

くて、片頭痛のすごくいい治療薬（トリプタン）
もあります。これは市販の鎮痛薬に効果がない方

工藤：頭痛はお一人ひとり違います、自分だけ我

にも有効で、吐き気、臭いや光がいやになるとい

慢してればいいのだと思わないで、困っている方

う随伴症状にも効果的です。

は病院に受診していただきたいと思います。お一
人おひとりのライフスタイルに合った頭痛の対処
法というのを、一緒に考えていけたらいいなと思

■まとめです（図 18）

います。

片頭痛は、ライフサイクルにあわせて永くつき
あっていかなければいけない病気です。調子のい

山脇：
「たかが頭痛、されど頭痛」です。頭痛に

いときも悪いときも、頭痛の発作がいっぱい起き

悩まないで、気軽な気持ちで受診していただけれ

るときもそうでもないときもありますけれども、

ば、きっと岩手県の先生方は、親身になって相談

我慢すればいい、仕方がないものだ、とあきらめ

に乗ってくださると思います。岩手県は頭痛の専

ている方が多いと思うのですね。ぜひあきらめな

門の先生に恵まれていますので、遠慮なくかから

いで、まず自分の頭痛を知ること、それから、自

れていいと思います。

分に合ったライフスタイル、対処法、治療薬を知
ることによって、必ず頭痛に妨げられない生活を

寺山：岩手県、特に盛岡市には、頭痛の専門医が

取り戻すことができますので、ぜひご相談いただ

たくさんおります。一人一人に合った先生を探し

ければと思います。

て、自分の頭痛をきちんと伝えることが大事だと
思います。
岩手の方々はとても我慢強く、普通だっ
たら病院に行くようなものでも、我慢して大変な
目にあって…。しっかり話を聞いてくれる専門医

図 18

の先生にぜひかかっていただくということが大切
です。
（おわり）
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編 集 後 記

この冊子は第 41 回日本頭痛学会総会 ( 寺山靖夫会長、
於盛岡 ) に付随して行われた
「市

民公開講座『女性のための頭痛講座』〜正しく知って賢く対処！〜」
（
【主催】第 41 回
日本頭痛学会総会、
【共催】日本頭痛協会）の講演記録です。会長の許諾のもとに日本
頭痛協会の責任で DVD から原稿を起こして編集しました。原稿は演者の先生にご校閲
いただき、何枚かスライドも提供いただきました。こころから感謝いたします。この

講演記録が頭痛で悩む患者さんの少しでもお役にたてれば関係者一同の喜びとすると
ころであります。
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