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⼝内細菌と⽚頭痛との関係

⼝内細菌と⽚頭痛との関係

Migraines Are Correlated with Higher Levels of Nitrate-, Nitrite-,and
 Nitric Oxide-Reducing Oral Microbes in the American Gut Project Cohort

 ある種の⼝内細菌が、硝酸（nitrate）を亜硝酸（nitrite）と酸化窒素（nitric oxide）に変化さ
せ、その酸化窒素が⾎管を拡張させるので、⽚頭痛が起きる。とする論⽂がでました。

 ⾷物の中には硝酸が含まれています。
⾁類、チョコレート、⾚ワインなどです。それらを⾷べると⼝内細菌の働きで酸化窒素が⽣じ、
⽚頭痛を誘発するとしています。
 硝酸による⽚頭痛には２種類あり、硝酸を⾷べて１時間以内に発現する即効性と、３〜６時間
で起きる遅発性です。この遅発性の⽅が⽚頭痛の程度は重いようですが、何れも酸化窒素が関与
するようです。
（⼼臓病の薬剤にはこの酸化窒素が関与しているものが多くあります。頭痛や顔⾯紅潮の副反応
は、80%とのデータもあるようです。）

  ⼝内細菌ではRothia mucilaginosa と Haemophilus parainfluenzaeが想定されています。
 

 この⼝内細菌は、⽚頭痛に対しては⼈体に悪影響を及ぼしますが、⼼⾎管疾患に対しては、逆
に酸化窒素の⾎管拡張作⽤により有益に作⽤しているとしています。

私⾒）
 ⼝内細菌や腸内細菌など、共存する微⽣物は⼈体にとって恩恵を施しているかもしれません。
多少の頭痛の種は仕⽅がないかも︖
 ⽚頭痛にのみ効果を期待して、⼝内洗浄薬を試してみてはいかがでしょうか。（私は、最近は
動脈硬化のため⽚頭痛は起きていませんが、加齢臭の予防のために試してみます。）
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【循環器の最新記事】
新しい⼼不全治療薬を強く推奨︕・JACC..
⼤動脈解離
⼼筋梗塞治療後（PCI）の抗⾎⼩板療法︔..
⾄適⾎圧の変遷
⼼筋炎

posted by 斎賀⼀ at 20:56| Comment(1) | 循環器

この記事へのコメント

⼤丈夫ですよ、先⽣はいつも無臭ですから(^O^)v

Posted by at 2016年10⽉23⽇ 21:26
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