
害剤はアロプリノールだけしかなかっ
たのですけれども、薬物の排泄が腎臓
だけの単独経路しかなかったものです
から、腎臓が悪くなってくると、アロ
プリノールの活性代謝産物であるオキ
シプリノールが蓄積してきて、それが
副作用につながるのではないかという
ことで、腎臓が悪いとアロプリノール
を十分使えないというジレンマがあっ
たわけです。
　ところが、今お話ししたフェブキソ
スタットは肝臓、腎臓、両方の排泄経
路があるもので、ある程度腎臓が悪く
ても、用量調節をしないで、十分使え
るということがわかっています。それ
を使って、今、全国の腎臓病を扱って
いる基幹施設に協力いただいて、特に
CKDの３、すなわちeGFRが30～60の
患者さんをコントロール群（プラセボ
投与群）と、実薬のフェブキソスタッ
ト投与群の２群に無作為に分けて、２
年間経過観察して腎機能に一体どうい
う影響があるのかということを見るダ
ブルブラインドの介入試験が進んでい

て、もうじき解析を始めるような段階
に来ています。
　池脇　もしいい結果であれば、CKD
というのは明らかに心血管疾患のリス
クとしてはっきりしていますし、透析
も医療経済的に高価ですし、新たな治
療法が増える可能性があるということ
ですね。
　大野　これまで腎臓病に対する薬は
あまりなかったのが現状です。例えば、
ACE inhibitorでも、ARBでもそうで
すけれども、これらの腎保護作用は降
圧機序を介するものなどがいわれてい
ますが、直接腎疾患の進行を抑えてい
くというのはなかなか難しかったので
す。腎疾患治療薬の一つとして、フェ
ブキソスタット等のキサンチンオキシ
ダーゼ阻害剤等を使って、その進行を
抑えることができれば、患者さんも非
常にハッピーですし、医療経済的にも
貢献できるのではないかと考えていま
す。
　池脇　いい結果が出ることを期待し
ています。ありがとうございました。

　山内　北川先生、群発頭痛というの
は、我々一般の医者にもその存在はよ
く知られていますが、あまり接するこ
とがない印象があります。先生のよう
な頭痛専門の先生にとってはいかがで
しょうか。
　北川　この頭痛は特徴的な痛みと自
律神経症状を示すことと、頭痛は耐え
難い、強度な、この世の中で最大の痛
みを発するといわれ、救急外来等で診
るにあたっても見逃してしまうことが
多いので、知っておかなければいけな
い疾患です。
　山内　見逃しが多いということをむ
しろ念頭に置かなければだめなのです

ね。
　北川　そうですね。
　山内　そのうえで、例えば片頭痛な
どに比べての頻度は、いかがでしょう。
　北川　頻度は非常に低くて、有病率
でいうと、0.4％といわれています。片
頭痛は８％とか９％といわれています
ので、非常に低いです。それから、10
万人当たりのデータですと50～400人
と、非常にまれな疾患です。
　山内　原因は何かわかっているので
しょうか。
　北川　原因、病態はなかなか難しい
ところがあって、いろいろな研究が行
われているところです。群発頭痛の発

東海大学神経内科特任教授
北　川　泰　久

（聞き手　山内俊一）

　群発頭痛についてご教示ください。
　１．有病率
　２．確定診断、鑑別診断
　３．眼症状や視力低下はあるのかどうか
　４．経過と予後
　５．トリプタンの副作用

＜茨城県開業医＞

群発頭痛
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ルできることを知っておく必要がある
かと思います。
　山内　わりに夜の発症が多いという
話がありますが、そのようなものなの
でしょうか。
　北川　夜間に多くて、寝てから２時
間ぐらいしてから痛みで起きてしまう、
それが毎晩毎晩起こり、寝られなくな
ってしまうのが特徴です。
　山内　目に関してですが、目自体の
症状、視力障害とか、そういった方面
の障害はないのでしょうか。
　北川　この病気は視神経そのものに
は直接影響を及ぼすことはないので、
視力障害とか、そういった症状を起こ
さないことも特徴だと思います。
　山内　そのあたりはまだ幸いかもし
れませんね。
　北川　そうですね。
　山内　経過ですが、あまり特効薬も
ない時代に、自然経過に任せていった
場合、どういった経過をたどっていた
のでしょうか。
　北川　とにかく、この痛みそのもの
はたいへんなもので、患者さんはのた
うち回って、壁に頭をぶつけて何とか
和らげようとするくらいです。トント
ンと壁に頭をぶつけるような患者さん
を何人か経験しています。それで何と
か逃れようとするのですが、この病気
は１年間に１カ月前後続く頭痛の束が
１回か２回、多い人で３回も４回あり
ます。とにかく昔は自然経過の中でそ

の痛みを我慢していなければいけない、
厳しいものだったのです。
　いったん起こると、30％ぐらいの人
は二度と起こらないのです。自然経過
を見ていった場合、２回目の頭痛の束
が起こる時期と頻度は３年以内が80％
といわれています。ある程度束の年数
と経過を見ていかなければいけない疾
患だと思います。
　山内　群発という名前から想像する
に、いっときに集中して起こると考え
てよいのですね。
　北川　群発というのは、起こってく
る束が毎日毎日あって、１年間の間に
そういう束が１回とか２回とか３回と
かあるのが特徴です。
　山内　痛みと痛みの間には。
　北川　何もないです。全くないので、
普通に外来に通ってきます。痛くなる
と来ますけれども、よくなったら来な
い。
　山内　ますます診断が難しくなって
しまうのですね。
　北川　人が変わったようになります。
　山内　知らないと信じられない。
　北川　そうですね。
　山内　治療に移りますが、特効薬も
あるようですが、このあたりを解説願
えますか。
　北川　昔はトリプタン製剤がなかっ
たので、治療が難しかったのですが、
今、トリプタンの注射薬がありまして、
注射を打つことで30分ぐらいで痛みが

作時に、PETスキャンを用いた研究で
視床下部が活性化しているということ
が証明されています。頭痛発作が１日
のうち同じ時間帯に生じ、サーカディ
アンリズム（概日リズム）の中枢であ
る視床下部は群発頭痛のジェネレータ
ーとなっている可能性があります。
　山内　ただ、視床下部と痛みといっ
ても、なかなかピンと結びつかないと
ころがありますね。
　北川　痛みの場所ということから考
えると、なかなか結びつかないと思い
ます。内頸動脈の周囲に起源を求める
説もあり、この説だと多彩な自律神経
症状と疼痛を説明しやすいかもしれま
せん。
　山内　まだ今後の課題なのですね。
　北川　そうですね。
　山内　診断について、非常に特徴的
な症状のようですが、目が痛いという
ことが有名です。やはりこういったも
のなのでしょうか。
　北川　この頭痛は特に一側、片一方
の目の奥がものすごく痛いのが特徴で
す。それも激痛である。片頭痛は70％
ぐらいは片側なのですが、30％は両側
で起こります。群発頭痛はとにかく一
側の目の奥の眼痛。それともう一つは
自律神経、副交感神経の症状で、目や
眼球結膜が充血したり、流涙、目から
涙が出たり、鼻が詰まったり、あるい
は眼瞼下垂を起こしたり、縮瞳、瞳孔
が縮まったりなど、非常に特徴的な自

律神経の症状を示します。
　山内　頭痛と名がついていますが、
どちらかというと目の奥の痛みなので
すね。
　北川　目の奥の刺し込むような痛み
ですね。
　山内　我々のイメージからいうと、
緑内障発作との鑑別が必要になるかと
いう気がいたしますが。
　北川　鑑別診断としては、この疾患
は例えば緑内障と間違えて眼科に行っ
たりとか、あるいは副鼻腔炎との鑑別
も重要で、鼻が詰まったりするので耳
鼻科に行ったり、あるいは歯の奧が痛
いので歯科に行ったりすることもある
ので、その辺との鑑別が必要です。あ
と、下垂体の病変なども鑑別しなけれ
ばいけません。加えて、頭痛発作の強
さ、痛みからいくと、動脈瘤の破裂、
あるいは動静脈奇形からの出血とか、
くも膜下出血との鑑別が非常に重要に
なってくると思います。
　山内　非常に特徴的な症状を出す疾
患ですから、まずこういう病気の存在
を忘れないようにしておくことが大事
だということですね。
　北川　この病気をきちんと知らない
と、患者さんが非常に苦しみます。こ
の疾患が診断されるまで平均７年間か
かったという例もあるので、しっかり
とこの疾患が存在すること、そして最
近はトリプタン製剤など、いろいろな
薬が出ているので、痛みをコントロー
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ルできることを知っておく必要がある
かと思います。
　山内　わりに夜の発症が多いという
話がありますが、そのようなものなの
でしょうか。
　北川　夜間に多くて、寝てから２時
間ぐらいしてから痛みで起きてしまう、
それが毎晩毎晩起こり、寝られなくな
ってしまうのが特徴です。
　山内　目に関してですが、目自体の
症状、視力障害とか、そういった方面
の障害はないのでしょうか。
　北川　この病気は視神経そのものに
は直接影響を及ぼすことはないので、
視力障害とか、そういった症状を起こ
さないことも特徴だと思います。
　山内　そのあたりはまだ幸いかもし
れませんね。
　北川　そうですね。
　山内　経過ですが、あまり特効薬も
ない時代に、自然経過に任せていった
場合、どういった経過をたどっていた
のでしょうか。
　北川　とにかく、この痛みそのもの
はたいへんなもので、患者さんはのた
うち回って、壁に頭をぶつけて何とか
和らげようとするくらいです。トント
ンと壁に頭をぶつけるような患者さん
を何人か経験しています。それで何と
か逃れようとするのですが、この病気
は１年間に１カ月前後続く頭痛の束が
１回か２回、多い人で３回も４回あり
ます。とにかく昔は自然経過の中でそ

の痛みを我慢していなければいけない、
厳しいものだったのです。
　いったん起こると、30％ぐらいの人
は二度と起こらないのです。自然経過
を見ていった場合、２回目の頭痛の束
が起こる時期と頻度は３年以内が80％
といわれています。ある程度束の年数
と経過を見ていかなければいけない疾
患だと思います。
　山内　群発という名前から想像する
に、いっときに集中して起こると考え
てよいのですね。
　北川　群発というのは、起こってく
る束が毎日毎日あって、１年間の間に
そういう束が１回とか２回とか３回と
かあるのが特徴です。
　山内　痛みと痛みの間には。
　北川　何もないです。全くないので、
普通に外来に通ってきます。痛くなる
と来ますけれども、よくなったら来な
い。
　山内　ますます診断が難しくなって
しまうのですね。
　北川　人が変わったようになります。
　山内　知らないと信じられない。
　北川　そうですね。
　山内　治療に移りますが、特効薬も
あるようですが、このあたりを解説願
えますか。
　北川　昔はトリプタン製剤がなかっ
たので、治療が難しかったのですが、
今、トリプタンの注射薬がありまして、
注射を打つことで30分ぐらいで痛みが

作時に、PETスキャンを用いた研究で
視床下部が活性化しているということ
が証明されています。頭痛発作が１日
のうち同じ時間帯に生じ、サーカディ
アンリズム（概日リズム）の中枢であ
る視床下部は群発頭痛のジェネレータ
ーとなっている可能性があります。
　山内　ただ、視床下部と痛みといっ
ても、なかなかピンと結びつかないと
ころがありますね。
　北川　痛みの場所ということから考
えると、なかなか結びつかないと思い
ます。内頸動脈の周囲に起源を求める
説もあり、この説だと多彩な自律神経
症状と疼痛を説明しやすいかもしれま
せん。
　山内　まだ今後の課題なのですね。
　北川　そうですね。
　山内　診断について、非常に特徴的
な症状のようですが、目が痛いという
ことが有名です。やはりこういったも
のなのでしょうか。
　北川　この頭痛は特に一側、片一方
の目の奥がものすごく痛いのが特徴で
す。それも激痛である。片頭痛は70％
ぐらいは片側なのですが、30％は両側
で起こります。群発頭痛はとにかく一
側の目の奥の眼痛。それともう一つは
自律神経、副交感神経の症状で、目や
眼球結膜が充血したり、流涙、目から
涙が出たり、鼻が詰まったり、あるい
は眼瞼下垂を起こしたり、縮瞳、瞳孔
が縮まったりなど、非常に特徴的な自

律神経の症状を示します。
　山内　頭痛と名がついていますが、
どちらかというと目の奥の痛みなので
すね。
　北川　目の奥の刺し込むような痛み
ですね。
　山内　我々のイメージからいうと、
緑内障発作との鑑別が必要になるかと
いう気がいたしますが。
　北川　鑑別診断としては、この疾患
は例えば緑内障と間違えて眼科に行っ
たりとか、あるいは副鼻腔炎との鑑別
も重要で、鼻が詰まったりするので耳
鼻科に行ったり、あるいは歯の奧が痛
いので歯科に行ったりすることもある
ので、その辺との鑑別が必要です。あ
と、下垂体の病変なども鑑別しなけれ
ばいけません。加えて、頭痛発作の強
さ、痛みからいくと、動脈瘤の破裂、
あるいは動静脈奇形からの出血とか、
くも膜下出血との鑑別が非常に重要に
なってくると思います。
　山内　非常に特徴的な症状を出す疾
患ですから、まずこういう病気の存在
を忘れないようにしておくことが大事
だということですね。
　北川　この病気をきちんと知らない
と、患者さんが非常に苦しみます。こ
の疾患が診断されるまで平均７年間か
かったという例もあるので、しっかり
とこの疾患が存在すること、そして最
近はトリプタン製剤など、いろいろな
薬が出ているので、痛みをコントロー
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おさまるため、有効率は80％ぐらいと
いわれています。注射製剤のほかに、
まだ適用は認められていないのですけ
れども、内服薬や点鼻薬もある程度有
効です。どうしても注射薬は、自己注
射するのが難しい方もいますので、そ
ういう方には内服薬や点鼻薬を使うこ
ともあります。
　山内　自宅に手持ちがあると、患者
さんは多少は精神的に楽かもしれない
ですね。
　北川　そうですね。ただ、有効性に
関しては圧倒的に注射薬ですね。
　山内　トリプタン製剤の副作用で知
られているものは何でしょうか。
　北川　血管収縮剤であるということ
ですが、吐き気がしたりとか、あるい
は胸部が圧迫される感じがするとか。
いろいろ調べてみると、実際は、心臓
に虚血の変化は起こらないのですけれ
ども、そういう胸部の圧迫感が一つ副
作用として知られています。動悸など
が起こることもあります。

　山内　高齢者の方などでは少し使い
にくいということでしょうか。
　北川　高齢者の場合、脳卒中の既往
があるとか、心筋梗塞がある患者さん
では、心電図などを撮って使うことに
なりますが、群発頭痛の場合は発症性
別が圧倒的に男性が多いのです。女性
の３～７倍といわれています。しかも
若い20～40歳ぐらいの男性が多いです
が、血管収縮作用なのでやはり注意し
なければいけないですね。
　山内　あと、高濃度の酸素も有効で
すか。
　北川　高濃度の酸素も有効性が高く
て、100％の酸素を15分間吸うことで、
おそらく高濃度の酸素に血管の収縮作
用があることが効果の発現につながる
のではないかといわれています。
　山内　トリプタン製剤が使いづらい
方ではそういう手もあるのですね。
　北川　そうですね。両方行うとよい
と思います。
　山内　ありがとうございました。

　池脇　運動とCPK、クレアチンホス
フォキナーゼということで、スタチン
などの投与中にCPKを気にされている
先生は多いと思いますが、それに関連
した質問です。
　まず、確認ですが、質問にはCPKと
書いてありますけれども、CKという
呼び名もよく聞きます。今はどちらを
使うのでしょうか。
　高木　従来は、クレアチンホスフォ
キナーゼ（CPK）と言っていましたけ
れども、今はクレアチンキナーゼ、CK
が一般的に使われるようになってきま
した。医師国家試験でも今はCPKでは
なくて、CKという表示になっています。
　池脇　ではCKということで話を進

めたいと思いますけれども、今回の質
問は、43歳の男性が前日、ジムで運動
して、採血をしたらCKが9,255U/Lと
すごく上がっていたということですが、
まずCKの基本的なところから教えて
ください。
　高木　CKは、クレアチンリン酸と
クレアチンの反応を触媒する酵素です。
そのときに共役反応としてADPから
ATPへの反応が起こります。このATP
は、高エネルギーリン酸ですので、エ
ネルギーを供給するうえで非常に重要
な酵素です。特にCKが多く含まれる
のは筋肉で、筋肉の収縮時のエネルギ
ー供給に関しては非常に大きな役割を
果たしています。

昭和大学医学教育学・卒後臨床研修センター長
高　木　　康

（聞き手　池脇克則）

　一般的な運動で、CPK（クレアチンホスフォキナーゼ）はどのくらい上昇す
るものでしょうか（年齢にもよると思いますが）。
　43歳男性で、前日ジムで運動された方に採血を行ったところ、CPKが9,255 
U/Lと著増していました。CPKがどの程度までなら様子見でよいのでしょうか。
また、CPKが著増する場合は運動制限すべきでしょうか。

＜大阪府開業医＞

運動とCPK
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