
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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うな薬があるのでしょうか。
　荒木　１つはCa拮抗薬のロメリジ
ンという薬、それと今回質問にありま
したバルプロ酸、それと抗うつ薬のア
ミトリプチリン、プロプラノロールを
含めてこの４種類が一応予防薬として
保険適用になっています。
　池田　プロプラノロールは妊娠可能
な方というのはわかるのですけれども、
そのほかの３つはどのような使い分け
をされるのでしょうか。
　荒木　一般的にはロメリジンが一番
使われていると思いますが、同じぐら
い使われているのがバルプロ酸だと思
います。その２つが使いやすいと思い
ます。アミトリプチリンはちょっと眠
くなる方が多かったり、効く人には効
くのですけれども、最終的にほかが効
かない場合使うという感じです。
　池田　プロプラノロールを考えて、
問題なければ、ほかのカルシウムブロ
ッカー、それからバルプロ酸を使うと
いうことですね。ちょっとおもしろい
なと思ったのは、バルプロ酸というの
はもともとてんかんに使われますけれ
ども、逆に言いますと、てんかんと片
頭痛というのは一部似たプロフィール
があるのでしょうか。
　荒木　非常に似ているところがあり
ます。先ほど申し上げましたCSD、片
頭痛の前兆と考えられている脳の変化
ですけれども、これはてんかんでも起
こっているのではないかということで、

てんかんの研究者が報告しています。
どこが違うのかというのは、CSDの後
に神経細胞の過剰な興奮が起きるのが
てんかんで、そこまでいかないのが片
頭痛かなという程度で、まだよくわか
っていません。
　池田　なかなか難しいですね。部位
であるとか、深さであるとか、いろい
ろな解剖学的な変化も含めて、基本的
にはCSDのようなものがあるのですね。
もう一つの質問が、バルプロ酸を使う
ときには血中濃度を測定するのかとい
う質問ですけれども、実際にはどうな
のでしょうか。
　荒木　実際には、バルプロ酸はだい
たい１日の量としては400～600㎎を使
うといわれています。血中濃度を測る
としたら、てんかんは50～100μg/mL
が目安ですが、片頭痛の場合には20～
50μg/mLが妥当だといわれています。
ただ、実際の臨床の面では、てんかん
はほとんど測ることになっていますが、
片頭痛の場合はだいたい400㎎を投与
して、効きぐあいで、足りなければ
600㎎ぐらいにする。あるいは、400㎎
で眠くてたいへんという方は200㎎ぐ
らいに減量しても有効な場合もけっこ
うあります。てんかんよりは半分ぐら
いの量で、血中濃度を厳格に測って管
理するほどのものではないかと思って
います。実臨床では１日400㎎ぐらい
を投与して、経過を見ていただければ
よいと思います。

クター、例えば脳神経細胞、血管の細
胞、そして三叉神経などがありますが、
これらの炎症を結ぶようなキーファク
ターというのは想定されているのでし
ょうか。
　荒木　今いわれていますのは脳の血
管の周囲にある三叉神経にはブラジキ
ニンなどのキニン類とか、ペプチド系
の神経伝達物質が存在していると考え
られていまして、その中でも特にペプ
チド系のCGRP（Calcitonin gene-re-
lated peptide）というペプチドが脳の
血管の周囲で遊離される。それが脳の
血管を拡張したり、透過性を変えるの
ではないかといわれています。
　池田　これは動物モデル等で調べら
れているのでしょうか。
　荒木　動物などではよく調べられて
いまして、そのCGRPが関係している
ということは、人間の患者さんの脳か
ら出てくる静脈血でも、発作のときは
上がるということで証明されています。
　池田　すごいですね。最近、これに
対しての治療が行われているというこ
とですが。
　荒木　CGRPというペプチドに対す
る抗体を使ったらどうかということで
使われ始めまして、全世界で治験が行
われました。アメリカでは治験の成績
がよかったので、アメリカのFDAに
認められ、医療現場で使われています。
日本ではまだ現在治験中で、もう１～
２年はかかるかと思いますが、使われ

るようになる可能性は高いと考えてい
ます。
　池田　本当に進んできているという
ところですが、そうはいっても、治療
しないといけません。それと女性に多
いとうかがったのですけれども、その
理由もわかっているのでしょうか。
　荒木　女性に多いのは、性ホルモン
の影響があるためと考えられています。
特に、エルゴタミンが急速に減るとき
に片頭痛が起きやすいと考えられてい
て、女性の生理が起こるとき、および
排卵のときにエルゴタミンが減るので、
そういうときには発作が起きやすいと
考えられています。
　池田　ということは、妊娠可能女性
もたくさんいらっしゃるということで、
治療薬の選択の難しさが出てくると思
うのですけれども、例えば妊娠可能な
場合はファーストチョイスはどのよう
なものが使われるのでしょうか。
　荒木　妊娠可能な場合は、片頭痛発
作の際にはトリプタンです。昔は禁忌
といわれたのですけれども、今は、ど
うしてもの場合は使ってもいいのでは
ないかと考えられています。それより
予防薬として、女性で妊娠にも耐えら
れるのはβブロッカー、プロプラノロ
ールを使うとよいと考えられています。
　池田　これでしたら妊娠しても問題
ない。
　荒木　問題ないと考えられています。
　池田　予防薬としてはほかにどのよ
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うな薬があるのでしょうか。
　荒木　１つはCa拮抗薬のロメリジ
ンという薬、それと今回質問にありま
したバルプロ酸、それと抗うつ薬のア
ミトリプチリン、プロプラノロールを
含めてこの４種類が一応予防薬として
保険適用になっています。
　池田　プロプラノロールは妊娠可能
な方というのはわかるのですけれども、
そのほかの３つはどのような使い分け
をされるのでしょうか。
　荒木　一般的にはロメリジンが一番
使われていると思いますが、同じぐら
い使われているのがバルプロ酸だと思
います。その２つが使いやすいと思い
ます。アミトリプチリンはちょっと眠
くなる方が多かったり、効く人には効
くのですけれども、最終的にほかが効
かない場合使うという感じです。
　池田　プロプラノロールを考えて、
問題なければ、ほかのカルシウムブロ
ッカー、それからバルプロ酸を使うと
いうことですね。ちょっとおもしろい
なと思ったのは、バルプロ酸というの
はもともとてんかんに使われますけれ
ども、逆に言いますと、てんかんと片
頭痛というのは一部似たプロフィール
があるのでしょうか。
　荒木　非常に似ているところがあり
ます。先ほど申し上げましたCSD、片
頭痛の前兆と考えられている脳の変化
ですけれども、これはてんかんでも起
こっているのではないかということで、

てんかんの研究者が報告しています。
どこが違うのかというのは、CSDの後
に神経細胞の過剰な興奮が起きるのが
てんかんで、そこまでいかないのが片
頭痛かなという程度で、まだよくわか
っていません。
　池田　なかなか難しいですね。部位
であるとか、深さであるとか、いろい
ろな解剖学的な変化も含めて、基本的
にはCSDのようなものがあるのですね。
もう一つの質問が、バルプロ酸を使う
ときには血中濃度を測定するのかとい
う質問ですけれども、実際にはどうな
のでしょうか。
　荒木　実際には、バルプロ酸はだい
たい１日の量としては400～600㎎を使
うといわれています。血中濃度を測る
としたら、てんかんは50～100μg/mL
が目安ですが、片頭痛の場合には20～
50μg/mLが妥当だといわれています。
ただ、実際の臨床の面では、てんかん
はほとんど測ることになっていますが、
片頭痛の場合はだいたい400㎎を投与
して、効きぐあいで、足りなければ
600㎎ぐらいにする。あるいは、400㎎
で眠くてたいへんという方は200㎎ぐ
らいに減量しても有効な場合もけっこ
うあります。てんかんよりは半分ぐら
いの量で、血中濃度を厳格に測って管
理するほどのものではないかと思って
います。実臨床では１日400㎎ぐらい
を投与して、経過を見ていただければ
よいと思います。

クター、例えば脳神経細胞、血管の細
胞、そして三叉神経などがありますが、
これらの炎症を結ぶようなキーファク
ターというのは想定されているのでし
ょうか。
　荒木　今いわれていますのは脳の血
管の周囲にある三叉神経にはブラジキ
ニンなどのキニン類とか、ペプチド系
の神経伝達物質が存在していると考え
られていまして、その中でも特にペプ
チド系のCGRP（Calcitonin gene-re-
lated peptide）というペプチドが脳の
血管の周囲で遊離される。それが脳の
血管を拡張したり、透過性を変えるの
ではないかといわれています。
　池田　これは動物モデル等で調べら
れているのでしょうか。
　荒木　動物などではよく調べられて
いまして、そのCGRPが関係している
ということは、人間の患者さんの脳か
ら出てくる静脈血でも、発作のときは
上がるということで証明されています。
　池田　すごいですね。最近、これに
対しての治療が行われているというこ
とですが。
　荒木　CGRPというペプチドに対す
る抗体を使ったらどうかということで
使われ始めまして、全世界で治験が行
われました。アメリカでは治験の成績
がよかったので、アメリカのFDAに
認められ、医療現場で使われています。
日本ではまだ現在治験中で、もう１～
２年はかかるかと思いますが、使われ

るようになる可能性は高いと考えてい
ます。
　池田　本当に進んできているという
ところですが、そうはいっても、治療
しないといけません。それと女性に多
いとうかがったのですけれども、その
理由もわかっているのでしょうか。
　荒木　女性に多いのは、性ホルモン
の影響があるためと考えられています。
特に、エルゴタミンが急速に減るとき
に片頭痛が起きやすいと考えられてい
て、女性の生理が起こるとき、および
排卵のときにエルゴタミンが減るので、
そういうときには発作が起きやすいと
考えられています。
　池田　ということは、妊娠可能女性
もたくさんいらっしゃるということで、
治療薬の選択の難しさが出てくると思
うのですけれども、例えば妊娠可能な
場合はファーストチョイスはどのよう
なものが使われるのでしょうか。
　荒木　妊娠可能な場合は、片頭痛発
作の際にはトリプタンです。昔は禁忌
といわれたのですけれども、今は、ど
うしてもの場合は使ってもいいのでは
ないかと考えられています。それより
予防薬として、女性で妊娠にも耐えら
れるのはβブロッカー、プロプラノロ
ールを使うとよいと考えられています。
　池田　これでしたら妊娠しても問題
ない。
　荒木　問題ないと考えられています。
　池田　予防薬としてはほかにどのよ
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　また、予防薬全体にいえるのですが、
効果が出るのにだいたい２カ月ぐらい
かかるのです。ですので、１カ月投与
して効果がないと諦めないでいただき
たいと思います。２カ月ぐらいすると
徐々に効いてくるというのが片頭痛の
予防薬の特徴ですので、あわてないで、
ゆっくり投与して、経過を見ていただ
きたいと思います。
　池田　日本人ですと、若い女性です
ごく体重の軽い方がいらっしゃいます
ね。なおかつ、性周期との関係がある
ということになると、本当に予防でき
ているかというのは、どう見てもやは
り１カ月では無理ですね。
　荒木　１カ月では無理ですね。最低
２～３カ月は見ていただくとよいと思
います。
　池田　その間、のんでいて、前と違
って痛みが抑えられているというのが
実感できる場合は有効ということです
ね。
　荒木　そうですね。効いているかど
うかを見るツールとしては、頭痛ダイ
アリーというのがありまして、それを
つけていただくと非常にわかりやすい
と思います。
　池田　それはどのようなものでしょ
うか。
　荒木　頭痛ダイアリーというのは、
発作があった場合、１日の朝昼晩のど

こに起きたかとか、どの程度の痛みか
というのを自分でメモしていくような
ダイアリーになっています。これは日
本頭痛学会のホームページでダウンロ
ードできますので、ぜひお使いいただ
ければと思います。
　池田　それをつけていくことによっ
て患者さんの自信にもつながるという
ことですね。
　荒木　はい。
　池田　もしそれが効かない場合はほ
かの薬にスイッチしていくということ
になるのでしょうか。
　荒木　１つ使って効かない場合はほ
かのものに変えてみるのがよいかと思
います。少し効いているけれども、十
分でなければ、２剤ぐらい投与しても
よいかと考えています。
　池田　併用もあるのでしょうか。
　荒木　併用はあります。やや重症な
方などではCa拮抗薬とバルプロ酸な
どをよく併用する場合もあります。
　池田　１種類がだめだからというこ
とではなくて、少しの期間は我慢して
様子を見る。それでだめならば、ほか
の薬にスイッチしたり、併用するとい
うことですね。
　荒木　そういう使い方でやっていま
す。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

名古屋大学大学院医学系研究科分子病原細菌学教授
荒　川　宜　親

（聞き手　池田志斈）

　近年、感染者によって院内に持ち込まれたVRE（vancomycin-resistant en-
terococci）が病棟内に伝搬することがあると聞きました。スクリーニング法や
対策などについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

VREの病棟内伝搬への対応

　池田　VREとはどのようなもので、
日本ではいつごろから問題になってい
るのでしょうか。
　荒川　VREはバンコマイシン耐性腸
球菌という耐性菌の一つでして、日本
で最初に確認されたのは1997年、京都
の病院の患者さんで見つかったといわ
れています。もともとは1980年代にヨ
ーロッパで最初に見つかりました。
　池田　意外と古いものなのですね。
　荒川　そうですね。30年以上前です
かね。
　池田　最近でしたら、静岡の病院で
問題になっていましたが、どうしてバ
ンコマイシンの耐性を持った菌ができ
るようになったのでしょうか。
　荒川　これはもともと人間ではなく
て、バンコマイシンと化学構造がよく

似たアボパルシンという抗菌薬を、ブ
タなどの家畜のえさに混ぜて、俗にい
う飼料添加物というかたちで加えてい
ました。それを入れると家畜が早く大
きくなるものですから、そういうこと
をヨーロッパの畜産国でやっている中
で、アボパルシン耐性の腸球菌が出現
して、それがバンコマイシンの耐性を
示すので人間のほうで問題になってき
たということです。
　池田　飼料添加物なのですね。与え
た飼料に含まれるエネルギーを効率的
に取らせる、そういうイメージなので
しょうか。
　荒川　アボパルシンを入れておくと、
食べたえさが、おなかの中にいるいろ
いろな雑菌に横取りされない。雑菌の
増殖が抑制されますから、えさが早く
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