
奥沢病院名誉院長
河　村　　満

（聞き手　山内俊一）

　高齢者のてんかんについてご教示ください。
　最近、高齢者のてんかんが増加していると見聞しますが、その実体はいかが
でしょうか。部分発作や意識障害発作があるようですが、てんかんのタイプ、
治療についてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

高齢者のてんかん

　山内　河村先生、高齢者のてんかん
というと、何となく認知症と紛らわし
いことが知られているのですが、まず
高齢者のてんかんの特徴からお話し願
えますか。
　河村　確かに認知症との区別が難し
いことがあると思います。てんかんの
タイプは基本的に部分発作です。側頭
葉てんかんが多いので、例えば感覚性
の幻覚、視覚性の幻覚や幻聴などの症
状が出たり、恐怖障害、意識の変容な
ども起こるので、症候学的な特徴はあ
るのですが、一般の医師ではそれが認
知症症状に見えることも現実だと思い
ます。なかなか難しい点です。
　山内　てんかんというと、普通はけ
いれんという印象が強いのですが、こ

れがあまり出にくいところもあるよう
ですね。
　河村　はい。それが大きな特徴です。
手足をけいれんさせる、いわゆる全般
発作ではなくて、部分発作というので
すが、例えば高次機能障害、健忘や失
語などが主症状になることが多いです。
それにもっと多いのが一過性の意識障
害、つまり複雑部分発作です。
　山内　意識がなくなったりすると、
脳卒中かと思われるときもあるのでし
ょうね。
　河村　脳卒中との鑑別もとても重要
で、救急車で運ばれてきて、失語症や
失認、失行があったりします。
　山内　非専門医にとってはたいへん
わけがわからなくなりますが、何か判

断するときに非常に特徴的なもので、
これは疑っていいというポイントがあ
ったらアドバイスを願いたいのですが。
　河村　てんかんですので、症状は一
過性です。悪いときは限られた時間で
あって、よくなると健常な状態になる。
それが何度も同じような症状を繰り返
すという特徴があります。
　山内　症状としてはどういったもの
が多いですか、波があるような感じは。
　河村　先ほど申し上げましたけれど
も、意識障害、それに記憶障害が多い
です。それから、感覚性の幻覚という
こともあります。
　山内　幻覚や幻聴。
　河村　そうですね。幻聴もあります。
　山内　記憶障害というのは健忘とい
うかたちでよいでしょうか。
　河村　それはほぼ同じ意味です。
　山内　そういったものが、いいとき
はいいのだけれども、悪いときはどん
と来る。それを繰り返すという感じで
すね。
　河村　記憶障害を主症状とするほか
の病態で一番多いのは認知症ですので、
そういう意味で認知症との鑑別が大事
だということです。
　山内　この質問は、高齢者のてんか
んが増えているのではないかという指
摘ですが、実際どうなのでしょうか。
　河村　欧米では随分以前から知られ
ていたと思います。特に長寿国の多い
スカンジナビア半島ではきちんとした

データが出ていますが、あまり知られ
ていません。ところが、最近日本でも
超高齢社会になってきて、とても増え
ていると実感しています。
　山内　原因といっても、まだまだ非
常に難しいところがあると思うのです
が、超高齢社会になったことが背景と
しては十分あるのでしょうね。
　河村　そうですね。それが一番大切
な背景だと思います。
　山内　先ほど脳卒中と鑑別が難しい
ということでしたが、逆に脳卒中でて
んかんが誘発されることもあるのでし
ょうね。
　河村　あります。ですから鑑別が難
しいのです。onset seizureと英語で言
いますが、てんかん発作で始まる脳卒
中もあります。しかし、頻度はそんな
に高いものではありません。むしろ脳
出血の後とか、脳卒中の病歴を持った
人がてんかん発作を起こして、それが
一過性の意識障害であったり、健忘、
記憶障害であったり、失語・失行であ
ったりすることがあるのです。それを
てんかん性の高次機能障害と呼ぶ場合
もあります。特に高齢者で起こりやす
いのです。
　山内　実際にそういった方々を専門
の医師に依頼した場合、どういった検
査をされるのでしょうか。
　河村　まず健忘や高次機能障害の内
容を見る認知機能検査をしますが、大
概、病院にいるときには健常ですから、
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そこで異常はあまり見つからないので
す。ですから、病歴はとても大切です
けれども、最も大切な診断法は脳波で
す。ただ、側頭葉てんかんは、ご存じ
のように、脳波で検出というか、異常
を指摘できることはなかなかないので
す。専門施設では少し特殊な方法、長
時間のビデオモニタリング脳波とか、
患者さんがお休みになっている姿をビ
デオで撮りながら脳波を同時にモニタ
ーするのが一番いい方法だと思います。
　山内　画像診断はどうなのでしょう。
　河村　MRIやCT、脳血流SPECTな
どは、それなりに役に立つのですが、
高齢者のてんかんの場合は、発作が起
こっているときにMRI、CTなどの脳
画像では異常はあまり見られない。む
しろそれが特徴なので、失語や失行、
高次機能障害があって、でも画像所見
に異常がない。だから脳波を撮ってみ
よう、ジアゼパムを投与してみような
ど、診断的な治療も可能性があります。
　山内　ジアゼパムの投与ですか。
　河村　救急病態でジアゼパムの投与
をする場合もあります。
　山内　わりと有効なのですか。
　河村　それで効いてしまうこともあ
ります。
　山内　それはかなり特徴的ですね。
　河村　そうです。
　山内　次に治療についてうかがいま
す。抗てんかん薬といいますと、非専
門の医師にとってはかなりハードルが

高い治療なのですが、最近何か使いや
すい薬はできているのでしょうか。
　河村　はい。全般てんかんにはバル
プロ酸ナトリウムを投与することが多
く、部分発作にはカルバマゼピンが今
までは使われたのですが、カルバマゼ
ピンは特に高齢者でとても副作用の多
い薬なので、一般医がなかなか使いに
くいのです。ところが最近、部分発作
に効く新規抗てんかん薬として、例え
ばレベチラセタムやラモトリギンなど
の薬が開発されて使われるようになっ
てきました。これら以外に最新の薬が
幾つかありますが、私自身はまだ使用
経験はありません。高齢者てんかんは、
通常量よりも少ない量で効果が出ると
いう特徴もあります。
　山内　そうしますと、安全性も高い
のですね。
　河村　そうですね。
　山内　非専門医にとっても使いやす
い薬剤と考えていいのでしょうね。
　河村　そんなに難しくないです。
　山内　試みに少量使ってみて、治る、
治らないといった時点で、診断的な価
値も出てくると考えてよいでしょうか。
　河村　そのとおりと思います。
　山内　こういった薬剤を例えば使い
始めると、どういった感じで使ってい
ったらよいのでしょうか。常用したほ
うがよいでしょうか。
　河村　基本的にはやめられません。
ずっと続けてのんでいただくことにな

ると思います。やめてしまう方が時々
いるのですが、再発がかなりあります。
　山内　少量ですと、認知症のある方
などが仮に間違ってやや重複投与して
しまう。よくある話ですが、こういっ
たケースなどでも安全性はかなり高い
のですね。
　河村　高いと思います。
　山内　そのほか、例えば高齢者の場
合で、例えば発熱したとか、ストレス
とか、そういったもので誘発すること
はあるのでしょうか。
　河村　それも大切な点です。発熱、
睡眠不足、それらはてんかん発作を起

こしやすい原因になります。それから、
アルツハイマー病やレビー小体病など
の認知症でてんかんが一般の方以上に
高率に起こることが知られています。
　山内　そういった周辺に関してもあ
る程度加療対象になると考えてよいの
ですね。
　河村　そのとおりです。
　山内　薬で誘発されることも考えて
おいたほうがよいですか。
　河村　はい、高齢者になると、様々
な薬を、それもたくさんのんでいる方
が多いので、誘発する場合もあります。
　山内　ありがとうございました。
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