
リハセラピストが知っておきたい頭痛の基礎

① 頭痛一般
② 緊張型頭痛（一次性頭痛有病率最多）
③ 片頭痛（生活支障度最多）
④ リハセラピストが知っておきたい二次性頭痛

2022年11月17日 リハオンデマンド LIVEセミナー

医療法人オブライジ おおば脳神経外科・頭痛クリニック

日本脳神経外科学会認定 脳神経外科専門医
日本頭痛学会認定 頭痛専門医・指導医 大場 さとみ

当日のスライド抜粋やキーワードをまとめたものです。
メモを取るのが困難な部分のまとめと考え、ノート代わりに
ご使用ください！



頭痛の分類：国際頭痛分類（ICHD）

第1部 一次性頭痛

1. 片頭痛
2. 緊張型頭痛
3. 三叉神経 ･ 自律神経性頭痛（TACs）
4. その他の一次性頭痛疾患

第2部 二次性頭痛

5. 頭頸部外傷 ･ 傷害による頭痛
6. 頭頸部血管障害による頭痛
7. 非血管性頭蓋内疾患による頭痛
8. 物質またはその離脱による頭痛
9. 感染症による頭痛

10. ホメオスターシス障害による頭痛
11. 頭蓋骨、頸、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいはその他

の顔面･頸部の構成組織の障害による頭痛または顔面痛
12. 精神疾患による頭痛

第3部 有痛性脳神経ニューロパチー、他の顔面痛および
その他の頭痛

13. 脳神経の有痛性病変およびその他の顔面痛
14. その他の頭痛性疾患

日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会（訳）. 国際頭痛分類第3版, 医学書院, 2018, p.34-42
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国際頭痛分類より

•前兆のない片頭痛
•前兆のある片頭痛
•典型的前兆のみで頭痛を伴わないもの
•網膜片頭痛
•周期性嘔吐症候群
•腹部片頭痛
•小児良性発作性めまい
•片頭痛性脳梗塞
•片頭痛前兆により誘発される痙攣発作

•稀発反復性緊張型頭痛
•頻発反復性緊張型頭痛
•慢性緊張型頭痛
•頭蓋周囲の圧痛を伴う慢性緊張型頭痛
•頭蓋周囲の圧痛を伴わない慢性緊張型
頭痛

•一次性運動時頭痛

•軽傷頭部外傷による急性/持続性外傷後頭痛
•むち打ち損傷による急性/持続性頭痛
•硬膜外血腫による頭痛
•脳梗塞による頭痛
• くも膜下出血による頭痛
•頸部頸動脈または椎骨動脈の解離による頭痛
•硬膜穿刺後頭痛
•脳脊髄液瘻性頭痛

•即時性アルコール誘発頭痛
•遅延性アルコール誘発頭痛
• コカイン誘発頭痛

•飛行機頭痛
•宇宙飛行による頭痛（付録）

•薬物使用過多による頭痛
• カフェイン離脱頭痛

日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会（訳）. 国際頭痛分類第3版, 医学書院, 2018



疼痛感受性組織

頭蓋外：皮膚・筋肉・血管・骨膜

頭蓋内：硬膜および硬膜動脈・静脈洞・主幹動脈・脳軟膜動脈

緊張型頭痛

片頭痛

飯塚 高浩. アクチュアル 脳・神経疾患の臨床 識る 診る 治す 頭痛のすべて, 中山書店, 2011, p.15-27より 演者作成
寺本 明. インフォームドコンセントのための図説シリーズ, 医薬ジャーナル社, 2013, p.66-67より 転載



一次性頭痛と二次性頭痛

監修：静岡赤十字病院 脳神経内科部長 今井 昇先生

大塚製薬：頭痛の悩み.jp より転載



緊張型頭痛

日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会（訳）. 国際頭痛分類第3版, 医学書院, 2018

飯塚高浩. アクチュアル 脳・神経疾患の臨床 識る 診る 治す 頭痛のすべて（総編集：辻省次、専門編集：鈴木則宏）, 中山書店, 2011, p.180-185

慢性的なストレスが強い人、首や肩などの筋肉の血行が悪化している人に多い

病院受診を必要としない場合も多い



緊張型頭痛

工藤 雅子：緊張型頭痛の治療. 神経治療36, 2018, p.233-237

生活改善（姿勢改善・良眠・適度の運動・マッサージ・ストレス開放）をはかる

長時間の同じ姿勢

不適切な枕や睡眠不足

運動不足

顎関節の異常

精神的ストレス、うつ病

飯塚 高浩. アクチュアル 脳・神経疾患の臨床 識る 診る 治す 頭痛のすべて, 中山書店, 2011より 演者作成



緊張型頭痛の非薬物治療

日本神経学会・日本頭痛学会・日本神経治療学会監修：頭痛の診療ガイドライン作成委員会編集. 頭痛の診療ガイドライン 2021, 医学書院, 2021, p.283-284



どんな患者さんが病院に来るのか？

緊張型頭痛

22.4%

片頭痛

8.4%

その他

9.0%

頭痛なし

60.3%

Sakai F,et,al.Cephalalgia 1997より引用

45%

19%

3%

33%

当院外来における頭痛患者の割合

片頭痛

緊張型頭痛

その他の一次性頭痛

その他

片頭痛 481

緊張型頭痛 207

その他の一次性頭痛 30

三叉神経痛・TACｓ 7

頭部外傷 42

めまい・しびれ 62

脳血管障害 75

脳腫瘍 4

顔面・眼瞼痙攣 11

認知症・物忘れ 38

パーキンソン病・振戦 20

痙縮・痙性斜頸 1

脳ドック 5

他科疾患 81

総数 1064

一次性頭痛の有病率



•慢性頭痛の患者約4000万人、うち840万人が片頭痛

•片頭痛患者の74%で日常生活に支障

•経済的損失（医療費や欠勤）は年間2,880億円

•片頭痛患者の約70%は医療機関を受診したことがなく、約50%は市販薬のみで対応

なぜ「片頭痛」は治療すべきなのか

支障度が高く、生活の質（QOL）
を下げるからです・・・

Sakai F,et,al.Cephalalgia 1997
京都頭痛宣言2005年 を参考に 演者作成



片頭痛と性差

Sakai F,et,al. Cephalalgia.;17,15-22,1997より作成

女性の有病率は男性の3.6倍

• 月経前後や排卵、更年期などの「女性ホルモンの増減」

• 片頭痛は女性に遺伝しやすいとされる「遺伝的素因」

• 男性より女性のほうが周囲に痛みを訴えやすい「文化的要素」

日本人全体の8.4%

男性
3.6%

女性
12.9%

稲垣美恵子：片頭痛と女性との関係. 頭痛OnLineより



片頭痛の症状や特徴

竹島多賀夫 : 診療と新薬. 2020; 57(12) : 1009-1016.



片頭痛の症状や特徴

立岡良久：医学のあゆみ.2012； 243(13) : 1129-1134
頸部や肩のこり＝緊張型頭痛ではない！

誘発・増悪因子 ( 75％が何らかの誘発因子あり ）

4時間～72時間



三叉神経血管説

頭痛

刺激
血管拡張
炎症

視床

大脳皮質

自律神経賦活
悪心・嘔吐

三叉神経終末

硬膜血管

ズ
キ
ズ
キ

三叉神経核(嘔吐中枢）

演者作成



片頭痛治療の変遷（国内）

1999 ロメリジン

スマトリプタン注 2000

スマトリプタン錠・ゾルミトリプタン錠 2001

ゾルミトリプタンRM錠・エレトリプタン錠 2002

スマトリプタン点鼻薬・リザトリプタン錠/RPD錠 2003

スマトリプタンキット・ナラトリプタン錠 2008

2010 バルプロ酸

2011 ベラパミル※

2012 プロプラノロール・アミトリプチリン※

2021 ガルカネズマブ・エレヌマブ・フレマネズマブ

急性期治療薬 発症抑制薬

演者作成※保険診療における片頭痛に対する適応外使用が承認

（CGRP関連抗体薬）



急性期治療薬はどこに効く？

頭痛

刺激

血管拡張
炎症

硬膜血管

ズ
キ
ズ
キ

5-HT1B/1D受容体刺激薬
（トリプタン）

市販薬・アセトアミノ
フェン・NSAIDｓ

1B: 血管収縮作用
1D: 抗炎症作用

演者作成

•Step-care

•Stratified-care（層別治療）←推奨



＜保険適応＞

・ロメリジン ・・・ 降圧薬

・プロプラノロール ・・・ 降圧薬

・バルプロ酸 ・・・ 抗てんかん薬

＜適用外使用＞

・ベラパミル ・・・ 降圧薬・抗不整脈薬

・アミトリプチリン ・・・ 抗うつ薬

その他漢方なども使用

予防薬はどこに効く？

頭痛

刺激

血管拡張
炎症

硬膜血管

ズ
キ
ズ
キ

従来の発症抑制薬

演者作成

血管安定

＊もともとは他の疾患に対して開発された薬剤がほとんどである



抗CGRP関連抗体薬

頭痛

刺激

血管拡張
炎症

硬膜血管

ズ
キ
ズ
キ

CGRP関与

抗CGRP関連
抗体薬

演者作成

従来の予防薬

血管安定
をはかる！

CGRP（calcitonin gene-related peptide）

カルシトニン遺伝子関連ペプチド



予防療法の適応

＜適応＞

①片頭痛発作が月に2回以上、あるいは生活に支障をきたす頭痛が月に3日以上ある

②急性期治療のみでは片頭痛発作による日常生活の支障がある場合

③急性期治療薬が使用できない場合（禁忌・副作用）

④永続的な神経障害をきたすおそれのある特殊な片頭痛

日本神経学会・日本頭痛学会・日本神経治療学会監修：頭痛の診療ガイドライン作成委員会編集. 頭痛の診療ガイドライン 2021, 医学書院, 2021, p.194-196

頭痛の診療ガイドライン2021

新薬の注射が予防薬
として承認されて、
頭痛は予防の時代に

なりました！



片頭痛の予後

•片頭痛患者の多くは加齢に伴い改善傾向（ピークは30～40歳代）

Sakai F,et,al. Cephalalgia.;17,15-22,1997より作成

・50歳代以降は減少

・動脈硬化により血管拡張がしにくくなる、

脳過敏の減少などの関与が推測

仕事や日常生活において、
支障がでないように、ピークの年代
では特に治療をすべきです。

演者作成



リハスタッフが知っておくべき二次性頭痛の特徴

演者作成

50～60%の死亡率

再破裂防止

（開頭クリッピングや血管内治療）

ほとんど脳動脈瘤の破裂が原因

↓

くも膜下腔に広がった出血が

髄膜を刺激＆脳圧亢進

くも膜下出血

くも膜下出血による血液が脳脊髄液

の排出を妨げてしまう場合

脳内に脳脊髄液が過剰に貯留

↓

頭蓋内圧が上昇

症状：頭痛・眠気・錯乱・吐き気・
嘔吐・意識障害・失禁・歩行障害

くも膜下出血後水頭症



リハスタッフが知っておくべき二次性頭痛の特徴

演者作成

体位によって変化する強度の頭痛、完全な臥位でのみ頭痛が軽快

発生頻度は約0.5％（170～200人に１人）程度
・特別な治療をしなくても１週間程度で治まる
・術後はなるべく安静にして、急に頭を動かさない＆十分な水分摂取

脊椎麻酔では硬膜に穿刺するが、
脳脊髄液がこの穴から漏れる

座位や立位で頭部の位置が高くなる
↓

痛覚感受性のある脳底部の髄膜が伸展
↓
頭痛

脊椎麻酔後頭痛



リハスタッフが知っておくべき二次性頭痛の特徴

演者作成

症状：頭痛、吐き気、嘔吐、片麻痺、歩行障害

徐々に進行し、物忘れなどの精神障害や尿失禁も・・・

比較的軽微な頭部外傷後、2週間から3ヶ月程度の
時期に、硬膜下腔に緩徐に血腫が貯留

↑

脳と硬膜を橋渡しする血管（橋静脈）の破綻

慢性硬膜下血腫

＜椎骨動脈解離の原因＞

くしゃみ・咳、ヨガ、
カイロプラクティック（整体）
なども報告

頭痛で発症することがほとんど

血管が狭くなる→脳梗塞

血管が破ける→脳出血・くも膜下出血

椎骨動脈の血管が裂ける病態

脳動脈解離



リハスタッフが知っておくべき二次性頭痛の特徴

演者作成

もやもや病

運動後などの過呼吸

↓
酸素過多
↓

脳血管の収縮
↓

頭痛や脱力

よい医療を提供したい、という理念は皆様と共通するところがあります
ともに頑張っていきましょう

もし、

リハビリ中の患者さんが片頭痛もちであったなら・・・

リハビリ中に患者さんから頭痛の訴えがあったなら・・・

リハセラピストのあなた自身が片頭痛もちで仕事をつらく
感じることがあったなら・・・

正しい知識があれば、
患者さんに寄り添い、適切な判断ができます

患者さんからとの信頼関係も築けると思います


