
筑波大学 医学医療系 神経内科学 准教授
石　井　一　弘

（聞き手　池脇克則）

　有痛性筋痙攣の治療についてご教示ください。
　よく使用する芍薬甘草湯以外に、タウリンの使用をすすめられたことがあり
ます。作用機序と頓服使用での有効性についてご教示ください。理学療法士の
中には、外用剤（テープ：NSAIDs）が有効という方がいますが、使用につい
ての見解もお聞かせください。
 ＜三重県開業医＞

有痛性筋痙攣の治療

　池脇　有痛性筋痙攣、こむらがえり
といってよろしいですよね。
　石井　はい。これはこむらがえりと
全く同じです。
　池脇　何年か前もドクターサロンで
こむらがえりを取り上げましたが、今
回は具体的には、どういったものを使
ったらいいのかという治療対応の質問
です。まず、こむらがえりの一般的な
話から教えてください。
　石井　こむらがえりがよく起こる筋
は腓腹筋、一般的にいうふくらはぎで
す。だいたい数秒から数分以内に痛み
は取れるのですけれども、ある程度ま
で筋肉を収縮させると誘発されること
があり、注意が必要です。

　よく起こしやすいのが妊婦さんで、
だいたい半分程度の方は経験されてい
るということと、高齢の方、半分以上
の方は高齢になると経験されるという
ことです。また、激しい運動後、若年
者の方でも、登山とかマラソンとか水
泳をやった後、こむらがえりを起こす
ことがあります。
　池脇　妊婦さん、高齢者、運動をす
る若年者ということですが、例えば妊
婦さんがどうしてこむらがえりを起こ
しやすいかですが、子宮が大きくなっ
て下大静脈を圧迫して、静脈環流が障
害される循環障害が原因なのでしょう
か。
　石井　機序はよくわかっていません

が、ホルモンのバランスが崩れたりと
か、体液が全体的に増えて体液のバラ
ンスが崩れたりとか、そういうことで
起こってくる。先生が先ほどおっしゃ
ったように、静脈還流不全や胎児の成
長に伴い母体の栄養バランスが崩れる
ことが原因であるといわれています。
　池脇　高齢者でも筋肉量が減ってき
て、循環不全も起こりやすい。一方で
若い方が、例えばサッカー選手で筋肉
を使いすぎるのも、筋肉にとってはバ
ランスが崩れるという意味で起こしや
すいということなのでしょうか。
　石井　はい。人によって起こしやす
い人、起こしにくい人があるみたいで
す。こむらがえりの機序は完全にはわ
かっていませんが、筋肉を支配する運
動神経の興奮性が増してしまう、一時
的にでも増してしまうということが発
症の原因だといわれています。
　池脇　今回の質問は、どう対処する
かということで、確かに芍薬甘草湯は
有名ですね。タウリンは初めて聞いた
のですけれども、効果があることがわ
かっているのでしょうか。
　石井　予防という点では芍薬甘草湯
は非常に有名です。タウリンは一般的
な健康食品や飲料などに含まれている
ものがありますが、最近、慢性肝疾患
でタウリンを取ることにより、こむら
がえりが防げるということがエビデン
スレベルでわかってきています。
　池脇　肝機能障害の患者さんでのタ

ウリンはどういう機序で効くのでしょ
うか。
　石井　まだすべて解明はされていま
せんが、肝機能障害があることによっ
てタウリンの合成能が低下し、血液中、
または筋細胞レベルでのタウリンの欠
乏、それが神経の興奮性を増し、続い
て筋肉の異常収縮を招き、こむらがえ
りを引き起こすといわれています。
　池脇　肝障害、肝硬変が最たるもの
ですけれども、そういった方でこむら
がえりをよく起こす方の場合にはタウ
リン、これは頓服というよりも、きち
っとのんで予防するような感じなので
しょうか。
　石井　頓用でのんでもあまり効果が
ないようで、最低でも２週間続けてい
ただく。それも2,000㎎です。
　池脇　けっこう大量ですね。
　石井　はい。ただ、市販の健康食品の
中には2,000㎎とか3,000㎎のタウリン
が含まれているものもあります。2,000
㎎とっていただくと予防効果があるよ
うです。
　池脇　逆にいうと、肝障害をお持ち
ではない方の場合には、タウリンの効
果は示されていないということなので
しょうか。
　石井　今のところ、肝機能障害のあ
る方だけのこむらがえりに対する効果
ですが、ひょっとしたら肝機能障害が
なくてもタウリンが効く可能性はある
と思います。これから明らかにされて
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いくことではないかと思います。
　池脇　タウリンですと、薬局を通さ
ずに、どこでも手に入るものですし、
試してみるというのも一つの方法かも
しれませんね。
　石井　そうですね。サプリメントと
してかなり売られていますので。
　池脇　芍薬甘草湯は即効性があるの
で、こむらがえりが起こってからのん
でもいいでしょうか。
　石井　芍薬甘草湯の場合ですと、比
較的即効性がありますので、予防とい
う意味でも１～２日前にのんでいただ
ければ十分効果が期待できるのではな
いかと思います。
　池脇　予防としても、あるいは起こ
ったときに、例えば夜間に起こる場合
には、起こったときに移動することが
なかなか難しいので、枕元にでも置い
ておいて服用するというのも一つの方
法と。
　石井　そうですね。起こったときは、
急性ですので、できれば筋肉を伸ばし
てあげて、筋の収縮を緩和してあげる
というのが急性期の処置としては重要
かなと思います。
　池脇　たいへんかもしれませんけれ
ども、確かにストレッチは一番大事な
対処の方法ということですね。
　質問の後半では、外用薬、NSAIDs
のテープが効くということなのですけ
れども、これはエビデンスはあるので
しょうか。

　石井　残念ながら、鎮痛薬を含めて、
NSAIDsの効果というのは示されてい
ません。予防的な効果はないといわれ
ています。ただ、痛みに対して使用す
るという点では、湿布も一時的には効
果があると思いますので、こむらがえ
りが起こり、痛みがまだ残っている場
合はご使用いただいてもよろしいかと
思います。
　池脇　今回の質問は漢方とタウリン
でしたけれども、一般的なこむらがえ
りに対する治療について、専門医はど
ういった薬を使われることが多いので
すか。
　石井　高齢者には、芍薬甘草湯を中
心に使うことが多いと思います。先ほ
ど妊婦さんにもこむらがえりは多いと
いうことをお話ししましたが、妊婦さ
んへの処方時は、薬の副作用（有害事
象）の問題、特に胎児への影響等があ
りますので、一般的にはマグネシウム
を使用しています。
　池脇　マグネシウムをどういうかた
ちで取るのでしょう。
　石井　硫酸マグネシウムという便秘
の薬がありますので、それを私は繁用
しています。
　池脇　確かに妊婦さんは便秘ぎみで
すから、ちょうどいいということです
ね。
　石井　そうですね。
　池脇　マグネシウム、漢方、それ以
外には、多少手強いこむらがえりとい

うのがあるかもしれませんが、そうい
う場合にはそれ以外の薬も使われます
か。
　石井　専門医がよく使います抗てん
かん薬のガバペンチンは、こむらがえ
りの予防効果が証明されています。
　池脇　てんかんに対して使う量より
も比較的少ない量を使うのでしょうか。
それとも同じぐらいの量でしょうか。
　石井　てんかんに使う量と同等を使
う場合が多いと経験しています。
　池脇　カルバマゼピンとか、そうい
ったものも場合によっては使われると
いうことですか。

　石井　カルバマゼピンも使う場合が
ありますが、薬疹等の副作用がありま
すので、ガバペンチンのほうが比較的
副作用もなく使えるかと思います。
　池脇　薬を使うと、効果もあれば、
副作用もあるので、できるだけそうい
うものを使わないで、こむらがえりが
予防できないかと考えると思うのです
けれども、そういう意味で予防する有
効な手だては何かありますか。
　石井　薬を予防的に内服するという
のはなかなかハードルが高いと思いま
すので、できる限り日常生活でストレ
ッチ、また軽い運動等を持続的に行う

表　筋痙攣の原因となりうる薬剤

・高脂血症治療薬
スタチン
クロフィブレート

・降圧剤
利尿剤
β遮断薬
ACE阻害薬
カルシウム拮抗薬

・ホルモン剤
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
エストロゲン＆プロゲステロン
テストステロン

・抗精神病薬
・その他

ペニシラミン
インスリン

引用；Parisi L et al. Muscular cramps：proposals for a new 
classification. Acta Neurol Scand. 2003 107（3）：176-86.
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というのが予防効果としては高いと思
っています。
　池脇　妊婦さんに対して、あるいは
高齢者に対して、また予防の指導も変
わってくると思うのですけれども、高
齢者で夜間にこむらがえりを起こす。
例えば、夏場は暑いと脱水状態になっ
て危険なので、冷房をかけて、それが
またこむらがえりを誘発するというよ
うな状況もあると思います。そういっ
たときにどういう指導をされています
か。
　石井　夏場の脱水というのはこむら
がえりを誘発しやすい一つの要因です。
例えば登山やウォーキングでも脱水に
気をつけなければ、こむらがえりを引
き起こしやすいといわれていますので、
ぜひとも脱水には気をつけていただけ
ればと思います。

　池脇　部屋そのものは冷房がかかっ
ていても、足が冷えないようにするよ
うな工夫も必要でしょうか。
　石井　そうですね。冷やすと筋肉は
硬くなりますので、収縮しやすい状況
をなるべく避けることも重要だと思い
ます。
　池脇　最後に、のんでいる薬でこむ
らがえりを起こすこともあると聞いた
のですけれども、どういう薬なのでし
ょうか。
　石井　薬剤性のこむらがえりという
のはよく知られていまして、例えば使
用頻度が多い降圧薬であるカルシウム
拮抗薬、利尿薬、β遮断薬、あとは脂
質代謝異常症で使うスタチン系の薬は、
薬剤性のこむらがえりの原因として重
要だと思われます（表）。
　池脇　ありがとうございました。

埼玉医科大学脳神経内科名誉教授
荒　木　信　夫

（聞き手　池田志斈）

　片頭痛の予防にバルプロ酸が有効で継続する場合ですが、てんかんと同様に
薬物血中濃度を定期的に測定し、厳格に管理すべきでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

片頭痛の予防

　池田　片頭痛の予防ということで質
問が来ています。まず初めに発症機序
についてうかがいたいのですが、どの
ような機序が考えられているのでしょ
うか。
　荒木　片頭痛は、まず脳の大脳皮質、
英語ではcortical spreading depres sion
（CSD）というのですが、日本語では
皮質拡延性抑制という電位変化が起き
るといわれています。これは池の面に
石を投げ入れると波紋が広がるように、
脳の中で電位変化が１カ所で起きて、
それが全体に広がっていくという考え
方です。このCSDが脳に起きると、脳
の神経細胞、あるいはグリア細胞等か
ら電解質等が出て、内部環境が変わる。
そうすると、脳に行っている血管周囲
の三叉神経の枝に炎症が起きるといわ
れています。

　これは神経原性の炎症ということで、
脳に変化が起きたために、脳に分布し
ている血管の周囲の神経、三叉神経に
いろいろ電位変化が起きて、興奮が起
きるのではないか。それが三叉神経を
介して痛みとして感じられると頭痛に
なるといわれています。
　三叉神経にも影響するのですが、脳
の血管にもその炎症が影響して透過性
も増して、脳血管周囲に炎症性の変化
も起きているのではないかという考え
方です。
　池田　脳の一部に興奮が生じて、そ
れが波紋のように広がる。そして波紋
が生じたところにある血管と三叉神経、
それに炎症が起こってくるというイメ
ージですね。そしてなおかつ、血管が
炎症を受けることによって、何かを出
すということですね。いろいろなファ
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