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はじめに

うに薬物乱用の定義に関してはかなりの混乱した背景があっ

頭痛薬の投与で頭痛が起こる場合があることはあまり理解

た．
2004 年の ICHD‑II6, 7） では，薬物摂取量の定義はなく，

されていない．急性期頭痛治療薬（ergotamine，triptan，

1 ヵ月間の使用日数を示すとともに，定期的な摂取が薬物乱

鎮痛薬，opioid）の乱用による頭痛の頻度は低くなく，1 年
間有病率は 1 〜 2％であるといわれている．片頭痛や緊張型

用をきたすことを強調している．すなわち，鎮痛薬を 1 ヵ月

頭痛の患者において，薬物乱用中に新しいタイプの頭痛が出

に 15 日間以上，ergotamine は 1 ヵ月に 10 日間以上，また

現したり，片頭痛や緊張型頭痛が著明に悪化した場合は，薬

triptan は 1 ヵ月に 10 日間以上，3 ヵ月を超えて服用と定義

「薬物乱用頭痛（medica物乱用頭痛を考慮すべきである 1）．

された．つまり薬物の量に関する基準は含まれておらず，薬

tion‑overuse headache：MOH）
」は，これまで反跳性頭痛

物の量が少なくても診断可能となった．ただし ICHD‑II の

（rebound headache）
， 薬 物 誘 発 頭 痛（drug induced head-

問題点として，薬剤乱用頭痛は薬物を中止し 2 ヵ月以上経過

ache）
，薬物誤用頭痛（medication‑misuse headache）など

した後でないと診断できない．つまり現在ではなく過去の頭

と呼ばれてきた頭痛である．薬物乱用頭痛は二次性頭痛に分

痛の病名であったこととなる．その後，実際にこれらの基準

類されてはいるが，しばしば一次性頭痛と合併して出現する．

での不具合が指摘され，その問題点をなくすため，2006 年
に診断基準を変更したほうがよいとの意見が Olesen ら 8） に

I ．診断基準の変遷

よってまとめられ，新しい MOH の診断基準が ICHD‑II の

1988 年に発表された国際頭痛分類第 1 版 では，「原因物

付録として示された．改訂された MOH の診断基準では ，

2）

質の慢性摂取または曝露による頭痛」として分類され，er-

薬物乱用により頭痛が悪化した場合に診断することができる

gotamine，鎮痛薬それぞれの慢性摂取量が定められていた．

点で，現在形の診断名となった 9）（Fig. 1）．その後，triptan

具体的には，analgesics abuse headache は 1 ヵ月に asprin

製剤の乱用は ergotamine 製剤や鎮痛薬と比較して，より低

50g 以上，他の弱い鎮痛薬でも asprin 50g 相当以上の使用な

用量で，またより早期に薬剤乱用頭痛を誘発することが示さ

どと定義されていた．また原因物質を中止後 1 ヵ月以内に頭

れた．
薬物乱用の定義は ICHD‑3 beta10）（Table 1）においても

痛は消失する，と定義されていた．
一方，ドイツの Diener らのグループは最近の薬物乱用頭

ICHD‑II とほぼ同様で，薬物乱用頭痛は，1 ヵ月に 15 日以

痛に関する一連の報告 3 〜 5） で，鎮痛薬または ergotamine，

上起こる頭痛を呈し，頭痛の急性期治療薬を 3 ヵ月以上にわ

triptan を 1 ヵ月に 15 日以上を少なくとも 3 ヵ月間服用後，

たり，定期的に乱用する場合におこると定義されている．

1 ヵ月に 15 日以上の慢性頭痛が持続するもので，薬物中止

II ．発 症 機 序

により頭痛が 50％以上軽減するものを対象としており，よ
り少ない量で薬物乱用頭痛が生じると報告していた．このよ

＊
＊＊

薬物乱用頭痛の機序について，詳細はまだ解明されていな
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Fig. 1 薬物乱用頭痛の診断の流れ
（文献 9）より引用改変）

Table 1 Medication‑overuse headache（MOH）
（ICHD‑3 beta 10））

薬物乱用時と離脱時の FDG‑PET での脳代謝動態をコント

Diagnostic criteria :
＿ 15 days per month in a patient
A．Headache occurring on ＞
with a pre‑existing headache disorder
B．Regular overuse for ＞3 months of one or more drugs that
can be taken for acute and/or symptomatic treatment of
headache
C．Not better accounted for by another ICHD‑3 diagnosis

ロール群と比較したところ，薬物乱用時，MOH 患者では両
側視床，orbitofrontalcortex（OFC），前帯状回，島回，線
条体，および右頭頂葉において脳代謝が低下していたが，薬
物離脱時には，OFC を除いては脳代謝が回復していた．以
上より OFC の局所脳代謝低下が MOH の発症に関連する可
能性が示唆された．
片頭痛の病態生理と片頭痛から MOH に移行する病態生理
に関しての機序についての以下の様な考え方が報告されてい

いが，以下のようなさまざまな検討がなされている．頭痛が

る 14）．（a）まず片頭痛のトリガーは神経の炎症であり，三叉

起こりやすい人は中枢性痛覚抑制系が抑制された状態であ

神経の活性化である．（b）その刺激が複数の脳幹の核（三

り，鎮痛薬乱用により中枢性痛覚抑制系がさらに抑制される

叉神経尾側核，背側縫線核，青斑核，中脳水道周囲灰白質）

ために薬物乱用頭痛が起こるとの報告 11） がある．急性期治

に拡大していく．（c）それらの核からノルアドレナリン作動

療薬（鎮痛薬，ergotamine，triptan）の乱用が慢性連日性

性，および 5‑HT 作動性の入力が感覚統合しながら視床と大

頭痛の原因であると一般に考えられているが，これに対し毎

脳皮質に投射する．（d）急性期片頭痛薬の過剰な使用によ

日のように頭痛が起こるため，その結果として薬物を乱用す

る高頻度の片頭痛発作が MOH に移行する．（e）片頭痛発作

るようになるに過ぎないという考え方もあり，議論が続いて

が MOH に移行するメカニズムは，大脳皮質（前頭葉前部，

いる 12）．

辺縁系）と皮質下（腹側線条体）に投射する腹側被蓋野のよ

近年，MOH の患者において，FDG‑PET による脳代謝の

うな脳幹中脳領域からのドーパミンの放出が増加することが

検討がなされ，興味ある知見 13）が得られた．MOH の患者の
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（f）この中枢感作の過程が続くと，背側線条体の黒質神経細

本論文に関連し，開示すべき COI 状態にある企業・組織や団体は

胞からのドーパミン放出の増加が持続することにより，薬物

以下の通り．

乱用の習慣が維持される．（g）線条体からの GABA 作動性
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の入力は，視床で他の感覚入力と統合している．
III ．治
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IV ．予

後
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おわりに
常日頃から鎮痛薬，triptan 系薬剤などの使用が頻回（月
10 回以上）とならないように管理することが重要であり，
薬物によっても頭痛が生じることを患者さんに理解してもら
うことが重要である．
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Medication‑overuse headache（MOH）is caused by the
regular use of medications to treat headache. The diagnosis
of MOH is important because this secondary headache disorder can be treated. The development of MOH is associated with both frequency of use of medication and behavioral
predispositions. MOH is associated with biochemical,
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structural, and functional brain changes. MOH can be
treated in the outpatient setting, or in patients with serious
medical or behavioral disturbances, effective treatment requires not only prophylactic medicine but also comprehensive education program for patients.
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