
東京女子医科大学てんかん外来
久保田　有　一

（聞き手　池脇克則）

　てんかんについて、発症の病態、診断、治療（漢方療法も含む）、予後、Up 
To Dateなどについてご教示ください。

＜青森県開業医＞

てんかん

　池脇　私自身、てんかんというと、
頭の中のニューロンに過剰な刺激が起
こり、そのうちに頭全体の電気的な嵐
が起こって、そして全身の症状が起こ
るというようなイメージなのですが、
専門の立場ですと、てんかんというの
はどのように定義されるのでしょう。
　久保田　先生がご指摘のとおり、大
脳の異常な電気的興奮が周囲の神経細
胞に伝わり、それが症状となって出る
疾患です。ですので、症状としては、
もちろん脳の全体に広がった場合は全
身けいれんに至りますし、脳の一部分
でおさまっている場合は部分的な症状、
脳の発症場所に応じた症状、例えば聴
覚野、すなわち音を理解する場所にお
いては耳鳴りのような症状であったり、
あとは視覚野であれば目のチカチカ、
言語野であれば言葉がしゃべれなくな

る。患者さんそれぞれ、発作が起こる
場所によって症状が非常に違ってくる、
多彩であるということがあります。
　池脇　てんかんというのは基本的に
は複数回にわたって起こるのが一つの
特徴と考えてよいですか。
　久保田　そのとおりです。通常は繰
り返し非誘発性の発作があることがて
んかんの診断になっています。しかし
近年、繰り返さなくても、すなわち過
去に脳に傷がある場合、例えば脳卒中
とか、頭部外傷などといった場合の後
の１回のけいれん発作の場合も、てん
かんと定義されることが、国際抗てん
かん連盟から定義されました。今、実
臨床では、１回のけいれんでも過去に
脳の疾患を持っていた場合はてんかん
であるというのが、非常に新しいトピ
ックです。
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性かを分類します。なぜその分類が重
要かというと、その次の治療が大きく
異なってくるのです。てんかんに関し
ては、てんかんの発作分類がきちんと
されてないと薬が選べない。薬が選べ
ないと、いつまでたっても発作が止ま
らないまま、ずっと経過するケースも
ありますので、発作をよく観察するこ
とがてんかん診療においては極めて重
要です。
　池脇　まとめると、本人、家族の方
が先生のところに行かれた。でも、そ
の場ではてんかんの症状がないので、
先生はある程度のイメージは持つけれ
ども、そこで診断に至ることはまずな
い。そうすると、むしろ家族の方に、
もし起こったときにはこういうところ
を注意してみなさいとか、あるいは動
画を撮りなさい、そういう指示が大事
だということですね。
　久保田　そうです。特に発作の初め
です。発作の最後になってしまうと全
身けいれんを起こしてしまいますので、
初めに患者さんがどういう状態であっ
たかをよく観察することがすごく重要
です。
　池脇　てんかんの種類によって、使
う薬はいろいろ変わってくるのだろう
と思います。私の中では、バルプロ酸
ナトリウムやカルバマゼピンが主流と
いうイメージがあるのですが、今でも
それは基本的には変わらないのでしょ
うか。

　久保田　基本的には全般性に対して
はバルプロ酸ナトリウム、焦点性、部
分性に関してはカルバマゼピンが、ガ
イドラインではエビデンスの高い薬剤
として明記されています。しかし近年、
新薬もいろいろ出てきていて、新薬は
従来薬に比べて、例えば副作用の面で
優れていたり、継続率が高いという点
で、近年は非常に新薬の使用頻度も高
くなっている現状も挙げられます。
　池脇　質問にあるように漢方は使わ
れるのでしょうか。
　久保田　漢方そのもので発作を抑え
ることはありませんが、実際、てんか
ん発作を起こしやすい状況としては、
患者さんが精神的なストレスや不安が
非常に強いときです。こういったとき
に例えば僕の場合は抑肝散とか抑肝散
陳皮半夏とか、こういったもので精神
的な興奮とか高まりを少し鎮めるため、
副次的な効果として漢方を使うことは
しばしばあります。
　池脇　中核的な治療ではないけれど
も、補助的という意味ですね。てんか
んの領域で何かアップデートはありま
すか。
　久保田　近年、日本を含め、世界中
が超高齢社会に入っています。てんか
んといいますと、子どもの病気という
定着したイメージが昔からあると思う
のですが、実は高齢化とともに、高齢
者のてんかんが実は多いということが
見直されているというか、認識され始

　池脇　てんかんの種類、分類につい
て、大まかなところを教えてください。
　久保田　大まかに、てんかんという
のは、焦点性、部分性、すなわち脳の
一部分から異常な電気的興奮が広がる
タイプのものと、あとは全般性といっ
て、脳が一気に発火するものに分ける
ことができます。全般性の多くは、ほ
とんど幼少期から青年期に発症するこ
とが知られていて、成人もしくは壮年
期、老年期に全般性のてんかんを発症
することは少ないと考えていただいて
よいと思います。青年期、成人期に発
症するものはほとんど部分性、すなわ
ち脳の一部に何らかの傷がついて起こ
るてんかんと理解していただければと
思います。
　池脇　先生が今言われたように幼少
期に起こるとなると、小児科の先生が
診断するのですね。
　久保田　そうです。ですので、幼少
期からのてんかんというのは、生涯に
わたり薬をのむケースも多いのです。
　池脇　何となくてんかんというのは、
症候性とか特発性とか、あるいは全般
とか部分とか、いろいろな分け方があ
って、なかなか整理しきれないのです
が、この考え方の基本は、どういった
ものでしょうか。
　久保田　焦点性か全般性というのが、
基本的な分類です。それに加え、原因
が明確な場合はいわゆる症候性、原因
が明らかでないものは特発性と呼んで

います。これはてんかんの４分類法と
いうのですが、こういったかたちで分
類することもあります。
　池脇　てんかんの疑いで成人の患者
さんが受診されて、診断を進めていく
わけですが、ほとんどの例では、先生
の前ではてんかんを起こしていないの
ですね。
　久保田　そうですね。
　池脇　近い過去にそういうのがあっ
ても、自身はあまり記憶がないことが
多いので、周りの方の情報によること
になりますが、これはなかなかたいへ
んですね。
　久保田　そうですね。ですので、初
回の発作では本人も覚えていない、家
族も覚えていない、誰も覚えていない
という状態なので現場証拠をとらえて、
それで診断するのですが、初回だけで
はなかなか突き止められません。です
ので、２回目の発作のときに、実際、
患者さんのお母さんが少し前回よりも
冷静になって、発作の全貌を見ること
ができたり、あとは近年ですと、スマ
ートフォンなどであわてず発作の状態
を動画で撮っていただくと、これもま
た非常に診断にとって有益になります。
　池脇　確かにそうですね。スマート
フォンで撮れれば、言葉で表現するよ
りも、先生がそのまま見られますから。
　久保田　ですので、我々は首の回旋、
首が回るかどうか、手の左右差、こう
いったところで実際、焦点性か、全般
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性かを分類します。なぜその分類が重
要かというと、その次の治療が大きく
異なってくるのです。てんかんに関し
ては、てんかんの発作分類がきちんと
されてないと薬が選べない。薬が選べ
ないと、いつまでたっても発作が止ま
らないまま、ずっと経過するケースも
ありますので、発作をよく観察するこ
とがてんかん診療においては極めて重
要です。
　池脇　まとめると、本人、家族の方
が先生のところに行かれた。でも、そ
の場ではてんかんの症状がないので、
先生はある程度のイメージは持つけれ
ども、そこで診断に至ることはまずな
い。そうすると、むしろ家族の方に、
もし起こったときにはこういうところ
を注意してみなさいとか、あるいは動
画を撮りなさい、そういう指示が大事
だということですね。
　久保田　そうです。特に発作の初め
です。発作の最後になってしまうと全
身けいれんを起こしてしまいますので、
初めに患者さんがどういう状態であっ
たかをよく観察することがすごく重要
です。
　池脇　てんかんの種類によって、使
う薬はいろいろ変わってくるのだろう
と思います。私の中では、バルプロ酸
ナトリウムやカルバマゼピンが主流と
いうイメージがあるのですが、今でも
それは基本的には変わらないのでしょ
うか。

　久保田　基本的には全般性に対して
はバルプロ酸ナトリウム、焦点性、部
分性に関してはカルバマゼピンが、ガ
イドラインではエビデンスの高い薬剤
として明記されています。しかし近年、
新薬もいろいろ出てきていて、新薬は
従来薬に比べて、例えば副作用の面で
優れていたり、継続率が高いという点
で、近年は非常に新薬の使用頻度も高
くなっている現状も挙げられます。
　池脇　質問にあるように漢方は使わ
れるのでしょうか。
　久保田　漢方そのもので発作を抑え
ることはありませんが、実際、てんか
ん発作を起こしやすい状況としては、
患者さんが精神的なストレスや不安が
非常に強いときです。こういったとき
に例えば僕の場合は抑肝散とか抑肝散
陳皮半夏とか、こういったもので精神
的な興奮とか高まりを少し鎮めるため、
副次的な効果として漢方を使うことは
しばしばあります。
　池脇　中核的な治療ではないけれど
も、補助的という意味ですね。てんか
んの領域で何かアップデートはありま
すか。
　久保田　近年、日本を含め、世界中
が超高齢社会に入っています。てんか
んといいますと、子どもの病気という
定着したイメージが昔からあると思う
のですが、実は高齢化とともに、高齢
者のてんかんが実は多いということが
見直されているというか、認識され始

　池脇　てんかんの種類、分類につい
て、大まかなところを教えてください。
　久保田　大まかに、てんかんという
のは、焦点性、部分性、すなわち脳の
一部分から異常な電気的興奮が広がる
タイプのものと、あとは全般性といっ
て、脳が一気に発火するものに分ける
ことができます。全般性の多くは、ほ
とんど幼少期から青年期に発症するこ
とが知られていて、成人もしくは壮年
期、老年期に全般性のてんかんを発症
することは少ないと考えていただいて
よいと思います。青年期、成人期に発
症するものはほとんど部分性、すなわ
ち脳の一部に何らかの傷がついて起こ
るてんかんと理解していただければと
思います。
　池脇　先生が今言われたように幼少
期に起こるとなると、小児科の先生が
診断するのですね。
　久保田　そうです。ですので、幼少
期からのてんかんというのは、生涯に
わたり薬をのむケースも多いのです。
　池脇　何となくてんかんというのは、
症候性とか特発性とか、あるいは全般
とか部分とか、いろいろな分け方があ
って、なかなか整理しきれないのです
が、この考え方の基本は、どういった
ものでしょうか。
　久保田　焦点性か全般性というのが、
基本的な分類です。それに加え、原因
が明確な場合はいわゆる症候性、原因
が明らかでないものは特発性と呼んで

います。これはてんかんの４分類法と
いうのですが、こういったかたちで分
類することもあります。
　池脇　てんかんの疑いで成人の患者
さんが受診されて、診断を進めていく
わけですが、ほとんどの例では、先生
の前ではてんかんを起こしていないの
ですね。
　久保田　そうですね。
　池脇　近い過去にそういうのがあっ
ても、自身はあまり記憶がないことが
多いので、周りの方の情報によること
になりますが、これはなかなかたいへ
んですね。
　久保田　そうですね。ですので、初
回の発作では本人も覚えていない、家
族も覚えていない、誰も覚えていない
という状態なので現場証拠をとらえて、
それで診断するのですが、初回だけで
はなかなか突き止められません。です
ので、２回目の発作のときに、実際、
患者さんのお母さんが少し前回よりも
冷静になって、発作の全貌を見ること
ができたり、あとは近年ですと、スマ
ートフォンなどであわてず発作の状態
を動画で撮っていただくと、これもま
た非常に診断にとって有益になります。
　池脇　確かにそうですね。スマート
フォンで撮れれば、言葉で表現するよ
りも、先生がそのまま見られますから。
　久保田　ですので、我々は首の回旋、
首が回るかどうか、手の左右差、こう
いったところで実際、焦点性か、全般
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めています。実はてんかんの有病率、
発症率は、小児期ももちろん高いので
すが、その後、高齢者、50歳、65歳と、
だんだん発症率が上がってくるという
ことがあり、高齢者のてんかんという
のも近年、非常に重要な社会的なトピ
ックになっています。
　といいますのは、けいれんを起こさ
ないため、なかなか気づかれないので
す。ただぼうっとしているだけの、非
常に見づらいというか、わかりづらい
てんかん発作であるため、時に認知症
と間違えられたり、脳卒中と間違えら
れたりするケースもあります。こうい
った高齢者てんかんもあることを、社
会の中でも認識していく必要があるの
ではないかと思います。
　池脇　今、先生のお話を聞いて、ち
ょっと自分自身も自信がなくなりまし
たが、ちょっとぼうっとしているか、
やや認知症ぎみというと、私の患者さ
んの中にもいそうな気がします。その
あたりを診断に結びつけるとなると、
どうなるのでしょうか。
　久保田　非常に診断は難しいと思い
ます。といいますのは、通常の脳波検
査でもなかなか異常が見つかりません。
もちろん、MRIを撮っても異常がない
方、脳の軽度萎縮がある方がほとんど
で、明らかな病変とかスパイク、棘波、
鋭波というのは検出できません。

　私が思うに、一緒に同居している家
族からの聴取は非常に重要で、何か違
うと家族が連れてくることが多いので
す。ですので、認知症との鑑別が難し
いのです。一つのポイントは症状がい
いときと悪いときがある。いいときは
普通に接することができるが、何か違
うときは、例えばテレビを見ていて、
ちょっとぼうっとして、呼びかけても
反応がないとか、あとは冷蔵庫の前で
扉を開けっ放しで立っているとか、こ
ういったちょっとしたことで、わずか
な時間、すなわち数十秒から１分、長
くて２分間、反応がまったくない。こ
ういったものが高齢者てんかんの特徴
です。
　池脇　常に本人に接している家族の
方が、ちょっとこれはおかしいぞ、と。
そうしたら、高齢者のてんかんも考え
て、診断に関しては先生方のような専
門の方にお願いするということでよい
でしょうか。
　久保田　そうですね。特に開業医の
先生方は、こういった疾患があること
を頭の片隅に置いて診療に当たってい
ただければ。実際、高齢者てんかんの
場合は薬で治りますので、認知症と違
って、決して諦める必要はないため、
患者さんに幸福をもたらすことがある
と思います。
　池脇　ありがとうございました。

国立感染症研究所感染症疫学センター室長
砂　川　富　正

（聞き手　山内俊一）

　鶏肉、牛肉、豚肉の生食、加熱不十分時の寄生虫疾患、感染性胃腸炎発症の
病態、診断、治療、Up To Date、予後についてご教示ください。

＜青森県開業医＞

生肉食における寄生虫および感染性疾患

　山内　最近はグルメブームもあって、
海外からもいろいろなものが入ってき
ています。日本全体として生肉の消費
は増えているのでしょうか。
　砂川　いろいろな食材が今、巷にあ
ふれている中で、日本人のもともとの
嗜好、例えば刺身とか、そういったも
のを食べていたこともあるのか、生の
動物の肉などにしても、あまり抵抗な
く食べる方が比較的多いように聞いて
います。そういった影響が食中毒や食
品媒介性の感染症の中で一つインパク
トを持ったかたちで出てきていると思
っています。
　山内　ただ、対象となるものは寄生
虫まで入れるとものすごく広いと思わ
れますので、実際に臨床現場で頻度的
に多いもの、あるいは特に注意すべき
ものを中心にして、少し詳しくお話を

うかがいたいと思います。先生として
は例えばどのようなものを挙げられま
すか。
　砂川　厚生労働省が集めている食中
毒の情報がいろいろありますが、それ
の上位のものを見てみると、一番多い
のはノロウイルスです。その次にカン
ピロバクター。第３位にアニサキスが
あります。なので、今回はカンピロバ
クターと、動物というより魚ですが、
アニサキスを挙げさせていただきます。
あと、動物の肉の生食というか、そこ
に関係してくる感染症として注目を浴
びていると私が認識しているものがE
型肝炎です。これについてもちょっと
触れさせていただきます。
　山内　では、まずカンピロバクター
ですが、その前に、我々が生肉といい
ますと、昔からサルモネラがありまし
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