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急性期⽚頭痛のガイドライン

急性期⽚頭痛のガイドライン
 

Management of Adults With Acute
Migraine in the Emergency Department

 救急外来での⽚頭痛の治療ガイドラインが出ました。
本院の⾝の丈にあった治療にまとめてみました。

  １） 鎮痛解熱剤、オピオイド、エルゴタミン、ケタミンなどは効果を⽰す証拠（エビデン
ス）がない。
  ２） エビデンスはないが、多くの臨床家がジヒデルゴットは有効と考えている。

   ３） まず第⼀ラインは
       ・ プリンペランの点滴（制吐薬）

      ・ ⿐腔⽤イミグランの点⿐
      ・再発予防にステロイドのデカドロンの点滴（⽇本ではあまり馴染みがない。）
       経⼝でのデカドロンで良いのでしょうか︖

私⾒）
 肩こりから⽚頭痛に進展する患者さんもいらっしゃいます。
 予防でも広範囲に注意が必要です。

       “ どこかの婦⻑さんは頭痛を訴えたことがありません。
          やはり、職場でもリラックスする事が⼤事です。”

 

⽚頭痛.pdf
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【脳・神経・精神・睡眠障害の最新記事】
早期アルツハイマー病の治療薬レカネマブ
クルミは⼥学⽣のストレスを改善します。
不眠の私に吉報・眠れなくても死なない
パーキンソン病の早期の症状
ギラン・バレー症候群の先⾏感染

posted by 斎賀⼀ at 11:41| Comment(1) | 脳・神経・精神・睡眠障害

この記事へのコメント

先⽣、お世話になっております。

確かに以前から肩凝りもひどくて、仕事中に緊張してるのかよく⽚頭痛になります。

休みの⽇は、平気なのですが。

どこかの︖とてもチャーミングな婦⻑さんが羨ましい...。

Posted by at 2016年08⽉28⽇ 23:38
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