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⼩児の⽚頭痛は腹痛発作

⼩児の⽚頭痛は腹痛発作
     

 

 ⼩児の⽚頭痛は頭痛でなく、腹痛発作が主症状の時があり、しばしば診断に苦慮する事があり
ます。
⼀般的な診断のクライテリアは下記のとおりです。

Rome III criteria
 

 １）１時間以上の発作的な腹痛で、主に臍周辺のかなり強い痛み

 ２）数週間から１か⽉間無症状の期間がある

 ３）腹痛は⽇常⽣活を制限するほどの事が多い

 ４）腹痛は以下の症状を伴う事がある
    【 倦怠感、吐き気、嘔吐、頭痛、羞明、顔⾯蒼⽩ 】

 ５）他の疾患を除外

今回の論⽂は腹部エコーを⽤いての診断です。
 ⽚頭痛で、なぜ腹痛発作が出現するかは推論ですが、エコーの結果では、⽚頭痛のある⼩児
は、胃の出⼝（幽⾨部）が拡張しており、胃の内容物の排出が遅いとしています。逆に腹痛発作
時には、胃の収縮が激しくなっていたとの事です。
 胃が⾷べた物に上⼿く適応できていないためでしょうか。

私⾒）
 本院も腹痛の⼩児に対して、エコーによる診断を考慮していきたいと考えています。
 尚、⽚頭痛の特効薬であるトリプタンは、体重が３０キログラム以上で、しかも脳内の⾎管異
常（AVmalformation ︓ もやもや病） が無い事が服⽤条件ですので、服⽤前にはMRIの検
査が必要となります。

最近のMedleyにも記事が載っていましたので、併せて掲載いたします。
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 Abdominal migraine in children.pdf

 ⼦供の⽚頭痛（偏頭痛）の原因、診断⽅法、治療⽅法とは︖.pdf
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⼩児のLong COVIDに対するガイド..
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posted by 斎賀⼀ at 18:29| Comment(0) | ⼩児科

この記事へのコメント

0

いいね︕

http://saigaiin.sblo.jp/category/4165994-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4287988-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4322792-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4203558-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4230919-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4178287-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4204714-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4056563-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4248452-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202301-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202212-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202211-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202210-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202209-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202208-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202207-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202206-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202205-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202204-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202203-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202202-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202201-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202112-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202111-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202110-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202109-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202108-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202107-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202106-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202105-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202104-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202103-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202102-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202101-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202012-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202011-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202010-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202009-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202008-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202007-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202006-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202005-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202004-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202003-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202002-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202001-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201912-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201911-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201910-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201909-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201908-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201907-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201906-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201905-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201904-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201903-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201902-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201901-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201812-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/index.rdf
http://saigaiin.sblo.jp/index20.rdf
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/174503310.html#bbutton
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/174503310.html#bbutton
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fsaigaiin.sblo.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=%E5%B0%8F%E5%85%90%E3%81%AE%E7%89%87%E9%A0%AD%E7%97%9B%E3%81%AF%E8%85%B9%E7%97%9B%E7%99%BA%E4%BD%9C&url=http%3A%2F%2Fsaigaiin.sblo.jp%2Farticle%2F174503310.html
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/Abdominal20migraine20in20children.pdf
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/E5AD90E4BE9BE381AEE78987E9A0ADE7979BEFBC88E5818FE9A0ADE7979BEFBC89E381AEE58E9FE59BA0E38081E8A8BAE696ADE696B9E6B395E38081E6B2BBE79982E696B9E6B395E381A8E381AFEFBC9F.pdf
http://saigaiin.sblo.jp/article/189888686.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189886762.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189869448.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189856055.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/189770759.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4165306-1.html



