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http://nice-senior.com/doc/7486/
152) 坂井文彦の頭痛の種明かし －頭痛のメカニズムを知って、自分で治す－
http://www.mdsakai.jp/
153) DR.RATH HEALTH FOUNDATION の「製薬業界は一般大衆を欺いてい
る」
http://www4.dr-rath-foundation.org/japan/chemnitzprogramme/chemnitz08.html

なお、本書の詳細は、成和脳神経内科医院のＨＰの「更新履歴」「片頭痛の
正しい知識」に掲載しております。本書は、この一部分に過ぎません。
「片頭痛の正しい知識」は、本書の理論的な根拠となるものです。
興味ある方はご覧下さい。 http://taku1902.jp/sub%2014.html
この下の方にあります。

最後に、本書を作成するにあたって、後藤 日出夫先生、松井 孝嘉先生、寺
本 純先生、竹島 多賀夫先生、立岡 良久先生、酒井慎太郎先生、藤田紘一郎
先生、有田秀穂先生、井上正康先生、太田成男先生ら多くの先生方の論説をお
借り致しました。これらの論説を編集した形で作成しました。

ここに深謝申し上げます。
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本書「頭痛を考える」を補足する意味で、以下をご覧下さい。

「片頭痛の正しい知識」

http://taku1902.jp/sub549.pdf

これは、本書の理論的な根拠となるものです。これはかなり長編になっ
ていますので、以下に分けて掲載しています。

http://taku1902.jp/sub%2014.html

「これでよいのか 片頭痛医療

一開業医からの提言」

http://taku1902.jp/sub512.pdf

「体の歪み（ストレートネック）」

片頭痛と脳梗塞

http://taku1902.jp/sub441.pdf

血管内皮細胞との関連から

http://taku1902.jp/sub448.pdf

「慢性頭痛 治療の進め方」

http://taku1902.jp/sub550.pdf

慢性頭痛治療のガイドライン
前編・慢性頭痛の基礎

http://taku1902.jp/sub543.pdf

後編・片頭痛治療のてびき

http://taku1902.jp/sub544.pdf

生活習慣改善のポイント

http://taku1902.jp/sub545.pdf
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女性の慢性頭痛
http://taku1902.jp/sub365.pdf

子供の慢性頭痛
http://taku1902.jp/sub366.pdf

以上を、今後の片頭痛治療にお役立て頂ければ幸いです。

なお、ブログ「頭医者のつぶやき」には、これらに収録できなかった記事が
多数ありますので、こちらもご覧下さい。

平成２９年１２月９日
和歌山県田辺市芳養松原２丁目 15 番 17 号
成和脳神経内科医院
田草川
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良彦

