
他疾患にコード化する  

　物質使用（例えば，物質依存）による頭痛，物質
からの離脱による頭痛，急性中毒による頭痛，薬
剤の使用過多による頭痛はすべて 8. 「物質または
その離脱による頭痛」のタイプまたはサブタイプ
にコード化する。

全般的なコメント
一次性頭痛か，二次性頭痛か， 
またはその両方か？  

　頭痛は一般的な疾患であり，精神疾患も同様で
ある。そのため，しばしば両者が単に偶発的に併
存してしまうことが予想される。
　しかし，新規に発症する，または明らかに増悪
する頭痛と精神疾患の間には，因果関係が存在す
る可能性がある。他の疾患による頭痛を診断する
一般的な規則は，12. 「精神疾患による頭痛」にお
いても多少の補整を加えて適用される。
1． 新規の頭痛が精神疾患と時期的に一致して初
めて出現し因果関係が確認できる場合には，
その精神疾患による二次性頭痛としてコー
ド化する。新規の頭痛が，ICHD-3の第 1部
に分類されている一次性頭痛のいずれかの
特徴を有する場合にも，これに該当する。

2． 精神疾患と時期的に一致して，一次性頭痛の
特徴をもった以前から存在する頭痛が有意に
悪化した場合（通常，頻度や重症度が 2倍か
それ以上になること意味する），その精神疾
患が頭痛の原因となる確証があれば，もとも

とある頭痛と 12. 「精神疾患による頭痛」（あ
るいはそのうちのタイプの 1つ）の両方とし
て診断する。

3． いずれの場合においても，因果関係がはっき
りしない場合には，以前から存在する一次性
頭痛と精神疾患はそれぞれ分けて診断され
る。

　精神疾患に起因し，精神疾患消失後にも持続す
る慢性頭痛については，これまで記載されたこと
がない。

緒言
　頭痛の精神的原因を支持する証拠は非常に限ら
れている。したがって，本分類におけるこのセク
ションの診断カテゴリーは，頭痛が症状として発
現することが知られている精神疾患に関連し，か
つその直接的な結果として頭痛が生じているよう
な少数のケースに限定される。
　診断基準は，偽陽性のケースを含まないために
十分厳格にしなくてはならないが，大多数の患者
を受け入れるために十分に閾値を低くしなければ
ならない。12. 「精神疾患による頭痛」の大多数の
ケースで，診断は客観的な診断的バイオマーカー
よりもむしろ病歴と身体診察所見に対する（医師
による）個人的な評価に基づいている。
　頭痛性疾患は，当然ながら，いかなる因果関係
もなく精神疾患に合併して起こる場合がある。頭
痛性疾患は，抑うつ障害群〔うつ病（大うつ病性障
害），単一エピソードまたは反復性；持続性抑うつ
障害（気分変調症）〕，不安症群/分離不安症/分離
不安障害，パニック症/パニック障害，社交不安
症/社交不安障害，全般性不安症/全般性不安障
害〕と心的外傷ストレス因障害群（反応性アタッチ
メント障害/急性ストレス障害，心的外傷後スト
レス障害，適応障害）を含むいくつかの精神疾患
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と同時に起きるとされている。そのような場合，
因果関係が証明できなければ，一次性頭痛の診断
と別の精神医学的な診断の両方をつけなければな
らない。
　それにもかかわらず，疫学的データは頭痛と精
神疾患が偶然に同時に起こると予想されるよりも
高い頻度で，共存することを示している。共通の
要素が両疾患を引き起こす，あるいは起こりやす
くしている可能性もある。あるいは，複数の交絡
因子が共存を過大評価させているかもしれない
（例えば，1つの診断を受けている患者は，単によ
り医学的な検査を受けているがゆえにその他の症
状の診断を受けやすい）。頭痛が精神疾患の原因
となる，精神疾患が頭痛の原因となる，または頭
痛および精神疾患が双方向性に影響を及ぼしてい
るといった形で真の因果関係が存在している可能
性もある。
　このような意味において抑うつ障害群，不安症
群，心的外傷およびストレス因関連障害群のよう
な高頻度に認められる精神疾患に関連してのみ起
こる頭痛はこれらの障害に起因していることが示
唆されるが，因果関係についてのエビデンスが相
対的に不十分であるためいまだに不確実性が存在
しているといえる。そのため，これらの精神障害
による頭痛の診断基準は 2つの精神疾患を除いて
付録（Appendix）にとどめた。十分な結論を得るた
めには，これらの因果関係の基盤となるメカニズ
ムのさらなる解明が必要である。
　共存する精神疾患の存在が，頭痛の頻度や強さ
を増加させること，または頭痛の治療への反応性
を低下させること，あるいはその両方によって，
1．「片頭痛」および 2．「緊張型頭痛」の経過を悪
化させる傾向がみられるという証拠が示されてい
る。そのため，いかなる共存する精神疾患をも同
定し，治療することは，頭痛の適切な管理のため
に重要である。小児および思春期において，一次
性頭痛（片頭痛，頻発反復性緊張型頭痛および特
に慢性緊張型頭痛）は精神疾患としばしば，共存
している。睡眠障害，心的外傷後ストレス障害
（PTSD），社交不安症（学校恐怖症），注意欠陥/多
動症（ADHD），素行症/学習症，遺尿症，遺糞症
とチック症は小児頭痛の支障度と予後への負の影

響を考慮して注意深く見つけ出し，それらが見つ
かった場合は治療されなくてはならない。
　頭痛が精神疾患によるものか否かを確定するた
めに，まずは，頭痛と同時に精神疾患が存在する
かどうかを決定することが必要である。抑うつ障
害群や不安症群のような高頻度に共存する精神疾
患の症状について，すべての頭痛患者に問診する
ことが推奨される。精神疾患が頭痛症状の原因と
疑われる場合，経験豊富な精神科医，心療内科医
または臨床心理士による評価が推奨される。

解説  

　頭痛が身体化障害の症状の 1つとして出現して
いる。
診断基準  

 A ． Cを満たすすべての頭痛
 B ． 以下の 2つの身体化障害の特徴から診断され
ている（注　❶）

　　①　 30歳以前に始まった多数の身体的愁訴の
病歴で，既知の内科的疾患によって完全に
は説明できない，あるいは関連した内科的
疾患があったとしても病歴，身体診察所
見，または臨床検査所見で予想されるレベ
ルをはるかに超えている

　　②　 障害の経過中に，以下のすべてが存在する
　　　 a ） 4つの異なった部位または機能に関連

した少なくとも 4つの疼痛症状（例：
頭部，胸部，背部，腹部，関節，四肢
または直腸，月経時，性交時または排
尿時）

　　　 b ） 疼痛以外の少なくとも 2つの胃腸症状
（例：悪心，鼓腸，妊娠時以外の嘔吐，
下痢または数種類の食物への不耐性）

　　　 c ） 疼痛以外の少なくとも 1つの性的な症
状（例：性的無関心，勃起または射精機
能不全，月経不順，月経過多または妊
娠中を通じての嘔吐）

　　　 d ） 疼痛に限らない少なくとも 1つの偽神
経症状（例：協調運動障害または平衡
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障害，麻痺または局所的な筋力低下，
嚥下困難または喉に塊がある感じ，失
声，尿閉，幻覚，触覚または痛覚の消
失，複視，失明，聴覚障害，痙攣など
の転換性症状，健忘のような解離性症
状または失神以外の意識消失）

 C ． 原因となる証拠として以下のうち少なくとも
1項目が示されている

　　①　 頭痛は，身体化障害に起因している他の身
体症状の経過と並行して発展または有意
に強さが悪化した

　　②　 頭痛は身体化障害による他の身体症状の
変動と時間的に並行して一定の強さを示
すか寛解した

　　③　 頭痛は身体化障害による他の身体症状の
寛解と並行して寛解した

 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない
注  

❶　 身体化障害自体は，2013年 5月に発行された
米国精神医学会の診断用マニュアルの最新版，
『DSM-5　精神疾患の診断・統計マニュアル』に
含まれない点に留意する必要がある。それらの
症状の深刻さに対する不相応で固執した考え，
健康状態または症状に対する持続する高レベ
ルの不安，これらの症状や身体健康への不安に
つぎこまれる過度の時間や労力を伴う 1つ以
上の身体症状によって特徴づけられる身体症
状症というカテゴリーに置き換えられた。この
カテゴリーはきわめて異質なものが混在して
いるため（すなわち，生涯にわたって頭痛を含
む複数の身体症状を有する古典的な身体化障
害のみならず，頭痛の重症度を不釣り合いに強
く懸念する頭痛患者も含まれる），頭痛が多彩
な身体愁訴のなかの 1症状であるときのみ，頭
痛が身体化障害に起因すると主張することが
可能であると定めた。このため，ICHD-3は，
身体化障害のDSM-Ⅳの定義を参考にしてい
く。
コメント  

　身体化障害では，多くの苦痛的な症状の組み合
わせと，それらの症状または随伴する健康への懸
念に対しての過度または不適切な反応によって特

徴づけられる。症状は胃またはその他の腸管（あ
るいはその両方）の問題または機能障害，背部痛，
腕・足・関節の痛み，頭痛，胸痛または呼吸困難
（あるいはその両方），めまい，易疲労感または気
力の減退（あるいはその両方），睡眠問題を含む。
それが医学的に説明されるか否かにかかわらず，
患者の苦しみは本物である。患者は典型的には苦
痛と高レベルの機能障害を経験する。症状は診断
された一般的な内科疾患または精神を随伴するこ
ともあれば，しないこともある。高水準の医療を
利用したとしても，患者の懸念が軽減されること
はめったにない。臨床医の見解からは，これらの
患者の多くは治療法に反応せず，新しい治療介入
や治療法は主症状を悪化させるだけであったり，
または，新しい副作用と合併症につながるだけか
もしれない。一部の患者は，彼らに対する医学的
アセスメントおよび治療が不十分であったと感じ
ている。

解説  

　頭痛は，患者が頭痛を説明すると確信している
メカニズムを含んだ内容の妄想の症状である
（例：宇宙人に装置を頭に埋め込まれた結果とし
ての頭痛）。
診断基準  

 A ． Cを満たすすべての頭痛
 B ． 頭痛を説明するであろうメカニズムを含む内
容の妄想が存在する（注　❶）

 C ． 原因となる証拠として以下のうち一方もしく
は両方が示されている

　　①　 頭痛は妄想が起こったときまたは起こっ
た後に発現した。または頭痛が妄想の診断
の契機となった。

　　②　 頭痛は妄想が鎮静したときに寛解した
 D ． ほかに最適な ICHD-3の診断がない（注　❷）
注  

❶　 例えば，装置を頭に埋め込まれ，それが頭痛を
引き起こしている，または，絶対にそうではな
いという証拠があるにもかかわらず自身に脳

精神病性障害による頭痛12.2

162

第2部　二次性頭痛



腫瘍があり，頭痛を引き起こしていると信じて
いる。

❷　 患者がまず頭痛（例：ICHD-3の第 1部に分類
されるような一次性頭痛の 1つ）を発症し，そ
の後，その頭痛への妄想的な説明，例えばそれ
を支持する医学的なエビデンスもなしに脳腫
瘍が頭痛を引き起こしている，などを展開した
場合は，精神病性障害による頭痛ではない可能
性がある。代わりに頭痛は一次性頭痛として
コード化し，患者に対しては精神病性障害の妄
想性障害身体型と追加診断されるべきである。
コメント  

　妄想とは，現実に対する不正確な推測に基づく
誤った訂正不能な信念である。この信念は，そう
でない明白な証拠があるにもかかわらず本人はそ
れを強く信じる。妄想はそのような医学的状態が
ないということに関して再三示された証拠や適切
かつ権威ある保証にもかかわらず，重大な医学的
状態（例えば脳腫瘍や脳動脈瘤）があり，それが頭
痛の原因であるという間違った確信に基づいてい
る。妄想の内容は，例えば，外科手術により送信
機が頭の中に埋め込まれ，その送信機が頭痛を起
こしているというに，より奇抜な内容のこともあ
る。
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