
ルが原因だろうと考えがちなのですが、
そういう方の中にもこの病気の方が隠
れていることがあります。ALPあるい
はγGTPが高い方を見たときには、一
度でいいですから、抗ミトコンドリア
抗体を測っていただいて、陰性であれ
ばよいのですが、陽性の場合には専門
医のところに紹介いただくことが大事

かと思っています。
　池脇　肝障害のときに、B型、C型
のウイルス肝炎を否定するのと同じよ
うな感じで、一度は測ってくださいと
いうことですね。
　田中　そのとおりです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学脳神経内科教授
長谷川　泰　弘

（聞き手　池脇克則）

　高齢者における新規抗てんかん薬への切り替え方法と注意点についてご教示
ください。
　高齢者エピレプシーとして平成20年３月よりテグレトール100㎎×２T、分
２を現在まで服用中の83歳の女性です。脳血管障害の疑いで病院神経内科対診
中に約２分間意識障害あり、開眼しているのに指示が入らず、倒れることもな
く、精神運動発作の可能性ありと診断されました。また、ご主人の問診で、時々
記憶が飛ぶとのことでした。脳波検査で、前頭葉、頭頂葉に左側優位の鋭波を
認め、局在関連てんかんとされ、テグレトールを処方されました。以後は、か
かりつけ医の当方で処方しています。新規抗てんかん薬（例えばレベチラセタ
ムやラモトリギン）がよりよいとのお話ですが、具体的な切り替え方法や注意
点を教えてください（なお、病院医師は交替。現在、専門医への対診をおすす
めしていますが、ご主人が介護しており、受診できないと言われています）。

＜京都府開業医＞

高齢者における新規抗てんかん薬への切り替え方法と注意点

　池脇　てんかんの質問をいただくこ
とはそんなにはないのですが、今回は
非常に詳細な質問をいただきました。
加齢に伴っててんかんの有病率が上が
ると、今の高齢社会では、当然高齢の
てんかん患者さんは増えていると考え
てよいですか。
　長谷川　発症率ということから言い
ますと、年齢とともに増えるのではな

いのです。まず３歳以下の乳幼児、そ
れから60歳を超えてくるとだんだん増
えてくるという二峰性です。日本は世
界に例のないほどの高齢化が進んでい
ますから、有病率という点ではどんど
ん高齢者のてんかんが増えていること
になります。
　池脇　てんかんというと、素人的な
言い方ですが、全身的にばたばたする
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見れば、automatismやてんかんであ
るかどうかがよくわかります。
　池脇　最終的にてんかんというと、
この症例もそうですが、脳波の異常を
証明したほうがいいのですか。
　長谷川　基本的にそうです。てんか
んは、脳のニューロンの過剰な放電に
よって起こる一時的な発作になります
から、脳波でスパイクを見つける、こ
れが診断の原則です。
　池脇　治療ですけれども、質問の患
者さんは、診断時にテグレトール（カ
ルバマゼピン）が処方されて、以降ず
っと投与されている。ただ、最近新し
い抗てんかん薬が出てきて、そちらに
移行したほうがいいのでしょうかとい
う質問ですが、まずテグレトールの位
置づけはどうなのでしょうか。
　長谷川　2018年のてんかんのガイド
ラインにおいてはカルバマゼピンはフ
ァーストチョイスです。ただし、質問
にあるように、新規抗てんかん薬とい
うのが2006年以降にたくさん出てきた
のです。それまで日本は、ドラッグラ
グとかデバイスラグといわれるように、
海外で実績のある薬がなかなか入って
こなかったのですが、2006年以降、導
入が非常に早くなってきて、海外で使
われているたくさんの薬が我々の手の
内に入るようになったのです。そうす
ると、これまでと異なるいろいろな使
い方ができるようになった。これが新
規抗てんかん薬導入後の非常に重要な

変化です。
　池脇　新規の薬は従来の薬よりもい
ろいろな面で効果があって、副作用も
少ないから、当然、そちらに移行して
もいいのではと思うのですが、どうな
のでしょうか。
　長谷川　今お話ししたように、2006
年以降、たくさんの薬が出てきまして
新規抗てんかん薬と呼ばれています。
しかし、新規抗てんかん薬は、抗てん
かん作用（antie pileptic effect）と白血
球減少のような血液の問題や皮疹が出
るなどの副作用（acute adverse effect）
の２つについて、旧来薬よりもいいと
いうわけではないのです。ではいった
い何がいいのかといいますと、長期服
用していると旧来薬よりも副作用が少
ない。催奇形性が非常に少ない。例え
ば、妊娠可能性のある女性には、バル
プロ酸ではなくレベチラセタムやラモ
トリギンなど催奇形性の少ない薬を選
択できるようになっています。
　新規抗てんかん薬のもう一つの利点
は、他剤との相互作用が非常に少ない
ことです。例えばテグレトールですと、
酵素誘導のため、ほかの薬の血中濃度
を変化させることから、のみあわせに
注意が必要です。一番問題になるのは、
高齢者で心房細動が起こると、ワルフ
ァリンやDOACで抗凝固療法を行い
ます。テグレトールをのんでいると、
これらの血中濃度が下がる可能性が非
常に高い。ワルファリンですと採血で

ようなけいれん発作をイメージとして
持っているのですが、高齢者のてんか
んは必ずしもそういうけいれんを伴わ
ないてんかんが多いのですか。
　長谷川　ぜひそこを高齢者の診療に
携わる先生方は知っておいていただき
たいのですが、60歳以降にだんだん増
えてくる高齢者のてんかんは、部分発
作がほとんどです。部分発作というの
は、focal onset、すなわち焦点性の発
作です。何らかの原因で脳の一部が傷
つくと、そこがてんかん原性を持つよ
うになって発症します。生理学的には、
小脳の核以外はどこでもepileptogenic
となりうるといわれているのです。だ
んだん歳を取ると、事故に遭うかもし
れなければ、脳卒中も起こるかもしれ
ません。そういった部分発作が多くな
るのです。
　しかし、脳の一部が傷ついた原因が
わかったもの、すなわち症候性てんか
んではなく、原因がわからないてんか
んのほとんどが、今回ご質問いただい
た複雑部分発作なのです。この発作は、
てんかんを、意識をなくして全身を震
わせる発作であると理解をしていると
見逃してしまいます。場合によっては、
ご家族でも認知症になったのかなと思
って見逃してしまうこともある発作で、
注意が必要です。
　池脇　私も外来で多くの高齢者を診
ていますが、認知症を疑う方はけっこ
う多いです。具体的には認知症と高齢

者のてんかんをどのように見分けてい
くのでしょう。
　長谷川　複雑部分発作の典型的な症
状は、１点を凝視して、ぼうっとして
いるという感じです。「お父さん、何
してるの」といっても答えてくれない。
よく見てみると、口のあたりをくちゃ
くちゃしていたり、片方の手で衣服を
まさぐっていたりというautomatism
（自動症）が見られることがあります。
そして、ふっと元に戻り、全く何事も
なかったようになる。これが発見の一
つのキーになります。
　池脇　いわゆる部分てんかん、発作
ですから、発作の間はおかしいけれど
も、また戻る。それは確かに認知症と
ちょっと違いますね。
　長谷川　はい。ただ高齢者の場合、
最近ぼけてきたのかなと、見逃されて
いる方がいます。
　池脇　診察室で患者さんが発作を起
こしていればわかりますが、そうもい
かないので、家の方がよく見ているこ
とが重要ですね。
　長谷川　とても重要です。今回は質
問の中にもありますように、ご主人が
気がついているようですね。最近は多
くの人がスマートフォンを持っていま
す。ですから、ちょっとおかしいと思
ったら、そのときにぜひ、奥さんでも
いいですが、顔のあたりとか、呼びか
けたときの反応の状態をビデオに撮っ
てください。発作時の動画を専門医が
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見れば、automatismやてんかんであ
るかどうかがよくわかります。
　池脇　最終的にてんかんというと、
この症例もそうですが、脳波の異常を
証明したほうがいいのですか。
　長谷川　基本的にそうです。てんか
んは、脳のニューロンの過剰な放電に
よって起こる一時的な発作になります
から、脳波でスパイクを見つける、こ
れが診断の原則です。
　池脇　治療ですけれども、質問の患
者さんは、診断時にテグレトール（カ
ルバマゼピン）が処方されて、以降ず
っと投与されている。ただ、最近新し
い抗てんかん薬が出てきて、そちらに
移行したほうがいいのでしょうかとい
う質問ですが、まずテグレトールの位
置づけはどうなのでしょうか。
　長谷川　2018年のてんかんのガイド
ラインにおいてはカルバマゼピンはフ
ァーストチョイスです。ただし、質問
にあるように、新規抗てんかん薬とい
うのが2006年以降にたくさん出てきた
のです。それまで日本は、ドラッグラ
グとかデバイスラグといわれるように、
海外で実績のある薬がなかなか入って
こなかったのですが、2006年以降、導
入が非常に早くなってきて、海外で使
われているたくさんの薬が我々の手の
内に入るようになったのです。そうす
ると、これまでと異なるいろいろな使
い方ができるようになった。これが新
規抗てんかん薬導入後の非常に重要な

変化です。
　池脇　新規の薬は従来の薬よりもい
ろいろな面で効果があって、副作用も
少ないから、当然、そちらに移行して
もいいのではと思うのですが、どうな
のでしょうか。
　長谷川　今お話ししたように、2006
年以降、たくさんの薬が出てきまして
新規抗てんかん薬と呼ばれています。
しかし、新規抗てんかん薬は、抗てん
かん作用（antie pileptic effect）と白血
球減少のような血液の問題や皮疹が出
るなどの副作用（acute adverse effect）
の２つについて、旧来薬よりもいいと
いうわけではないのです。ではいった
い何がいいのかといいますと、長期服
用していると旧来薬よりも副作用が少
ない。催奇形性が非常に少ない。例え
ば、妊娠可能性のある女性には、バル
プロ酸ではなくレベチラセタムやラモ
トリギンなど催奇形性の少ない薬を選
択できるようになっています。
　新規抗てんかん薬のもう一つの利点
は、他剤との相互作用が非常に少ない
ことです。例えばテグレトールですと、
酵素誘導のため、ほかの薬の血中濃度
を変化させることから、のみあわせに
注意が必要です。一番問題になるのは、
高齢者で心房細動が起こると、ワルフ
ァリンやDOACで抗凝固療法を行い
ます。テグレトールをのんでいると、
これらの血中濃度が下がる可能性が非
常に高い。ワルファリンですと採血で

ようなけいれん発作をイメージとして
持っているのですが、高齢者のてんか
んは必ずしもそういうけいれんを伴わ
ないてんかんが多いのですか。
　長谷川　ぜひそこを高齢者の診療に
携わる先生方は知っておいていただき
たいのですが、60歳以降にだんだん増
えてくる高齢者のてんかんは、部分発
作がほとんどです。部分発作というの
は、focal onset、すなわち焦点性の発
作です。何らかの原因で脳の一部が傷
つくと、そこがてんかん原性を持つよ
うになって発症します。生理学的には、
小脳の核以外はどこでもepileptogenic
となりうるといわれているのです。だ
んだん歳を取ると、事故に遭うかもし
れなければ、脳卒中も起こるかもしれ
ません。そういった部分発作が多くな
るのです。
　しかし、脳の一部が傷ついた原因が
わかったもの、すなわち症候性てんか
んではなく、原因がわからないてんか
んのほとんどが、今回ご質問いただい
た複雑部分発作なのです。この発作は、
てんかんを、意識をなくして全身を震
わせる発作であると理解をしていると
見逃してしまいます。場合によっては、
ご家族でも認知症になったのかなと思
って見逃してしまうこともある発作で、
注意が必要です。
　池脇　私も外来で多くの高齢者を診
ていますが、認知症を疑う方はけっこ
う多いです。具体的には認知症と高齢

者のてんかんをどのように見分けてい
くのでしょう。
　長谷川　複雑部分発作の典型的な症
状は、１点を凝視して、ぼうっとして
いるという感じです。「お父さん、何
してるの」といっても答えてくれない。
よく見てみると、口のあたりをくちゃ
くちゃしていたり、片方の手で衣服を
まさぐっていたりというautomatism
（自動症）が見られることがあります。
そして、ふっと元に戻り、全く何事も
なかったようになる。これが発見の一
つのキーになります。
　池脇　いわゆる部分てんかん、発作
ですから、発作の間はおかしいけれど
も、また戻る。それは確かに認知症と
ちょっと違いますね。
　長谷川　はい。ただ高齢者の場合、
最近ぼけてきたのかなと、見逃されて
いる方がいます。
　池脇　診察室で患者さんが発作を起
こしていればわかりますが、そうもい
かないので、家の方がよく見ているこ
とが重要ですね。
　長谷川　とても重要です。今回は質
問の中にもありますように、ご主人が
気がついているようですね。最近は多
くの人がスマートフォンを持っていま
す。ですから、ちょっとおかしいと思
ったら、そのときにぜひ、奥さんでも
いいですが、顔のあたりとか、呼びか
けたときの反応の状態をビデオに撮っ
てください。発作時の動画を専門医が
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うまくいっているのですから、dissolve
したと言ってもよいほどの方かもしれ
ません。しかし、初めにお話ししたよ
うな、ぼうっとしている、よく聞くと
自動症がある場合はよくありません。
発作は消失していないかもしれません
ので、テグレトールをむしろ少し増や
さないといけないかもしれないですね。
完全に発作がないかどうかを今一度確

認いただけるとよいかと思います。
　池脇　この症例に関してはこのまま
続けていい可能性が高いけれども、い
ろいろな背景を考えて、新規抗てんか
ん薬をうまく使っていくということで
すね。
　長谷川　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

抗凝固作用を調べて調整はできますが、
DOACは調べようがないのです。です
から、今回の質問の患者さんが心房細
動を起こしてDOACをのむことにな
ると、問題になるのです。適正用量の
DOACを出していても効いていないと
いうことが起こりうるのです。そうい
ったときには新規抗てんかん薬を用い
れば、DOACに対して影響がありませ
ん。
　このように、新規抗てんかん薬が出
たことによって、妊娠の有無や併存疾
患、例えばうつ、認知症があるとか、
そして併用薬、この３つの軸で薬が選
択できるようになったのです。かつて
はてんかん治療に使うことのできる薬
はテグレトール、アレビアチン、バル
プロ酸など、ほんのわずかしかなかっ
たため、変更しようにもできなかった
のですが、今はこの３つの軸を考えた
治療薬の選択もできるようになった点
が非常に重要です。
　池脇　そういうことなのですね。薬
そのものの効果とか、急性期の副作用
は特に優位性はないけれども、患者さ
んのいろいろな背景で従来の薬がなか
なか使いにくいときに使える薬なので
すね。
　長谷川　そうなります。
　池脇　特に高齢者となると、併存す
る疾患で幾つか薬をのんでいる方がほ
とんどですから、そういう意味で新規
抗てんかん薬は特に高齢者には有用な

のですね。
　長谷川　そうですね。これが質問に
ある「新規抗てんかん薬のほうがより
よいのではないですか」という、答え
になろうかと思います。
　池脇　今回の83歳の女性の場合には、
どういう背景、あるいはどういう薬を
のんでいるか、そういうことがわから
ないと、そちらを勧めるかどうか、な
かなか難しいですね。
　長谷川　まずこの方は10年前からこ
の治療をされていますね。テグレトー
ルが１日200㎎というのはかなり少な
い量です。テグレトールの有効血中濃
度はだいたい４～12ぐらいですが、血
中濃度を測定していただいて、もし４
を切るとか、４程度でこの10年間、全
く発作なし。であれば、この治療は極
めてうまくいっているということです
から、これはあえて変更しないほうが
いい可能性があります。
　私たちは通常、患者さんにてんかん
が治りましたとは、言わないのです。
というのは、てんかんの体質といいま
すか、なりやすいというところまで消
えてなくなったかどうかはわかりませ
ん。ですから、てんかんがcureしたと
は言わないのです。一般に、10年間発
作がなく、かつ、最後の５年間、薬を
ほとんどのまなかった場合、その方に
「あなたからてんかんは消失（dissolve）
した」と言います。
　こう考えますと、この人は10年間も
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うまくいっているのですから、dissolve
したと言ってもよいほどの方かもしれ
ません。しかし、初めにお話ししたよ
うな、ぼうっとしている、よく聞くと
自動症がある場合はよくありません。
発作は消失していないかもしれません
ので、テグレトールをむしろ少し増や
さないといけないかもしれないですね。
完全に発作がないかどうかを今一度確

認いただけるとよいかと思います。
　池脇　この症例に関してはこのまま
続けていい可能性が高いけれども、い
ろいろな背景を考えて、新規抗てんか
ん薬をうまく使っていくということで
すね。
　長谷川　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

抗凝固作用を調べて調整はできますが、
DOACは調べようがないのです。です
から、今回の質問の患者さんが心房細
動を起こしてDOACをのむことにな
ると、問題になるのです。適正用量の
DOACを出していても効いていないと
いうことが起こりうるのです。そうい
ったときには新規抗てんかん薬を用い
れば、DOACに対して影響がありませ
ん。
　このように、新規抗てんかん薬が出
たことによって、妊娠の有無や併存疾
患、例えばうつ、認知症があるとか、
そして併用薬、この３つの軸で薬が選
択できるようになったのです。かつて
はてんかん治療に使うことのできる薬
はテグレトール、アレビアチン、バル
プロ酸など、ほんのわずかしかなかっ
たため、変更しようにもできなかった
のですが、今はこの３つの軸を考えた
治療薬の選択もできるようになった点
が非常に重要です。
　池脇　そういうことなのですね。薬
そのものの効果とか、急性期の副作用
は特に優位性はないけれども、患者さ
んのいろいろな背景で従来の薬がなか
なか使いにくいときに使える薬なので
すね。
　長谷川　そうなります。
　池脇　特に高齢者となると、併存す
る疾患で幾つか薬をのんでいる方がほ
とんどですから、そういう意味で新規
抗てんかん薬は特に高齢者には有用な

のですね。
　長谷川　そうですね。これが質問に
ある「新規抗てんかん薬のほうがより
よいのではないですか」という、答え
になろうかと思います。
　池脇　今回の83歳の女性の場合には、
どういう背景、あるいはどういう薬を
のんでいるか、そういうことがわから
ないと、そちらを勧めるかどうか、な
かなか難しいですね。
　長谷川　まずこの方は10年前からこ
の治療をされていますね。テグレトー
ルが１日200㎎というのはかなり少な
い量です。テグレトールの有効血中濃
度はだいたい４～12ぐらいですが、血
中濃度を測定していただいて、もし４
を切るとか、４程度でこの10年間、全
く発作なし。であれば、この治療は極
めてうまくいっているということです
から、これはあえて変更しないほうが
いい可能性があります。
　私たちは通常、患者さんにてんかん
が治りましたとは、言わないのです。
というのは、てんかんの体質といいま
すか、なりやすいというところまで消
えてなくなったかどうかはわかりませ
ん。ですから、てんかんがcureしたと
は言わないのです。一般に、10年間発
作がなく、かつ、最後の５年間、薬を
ほとんどのまなかった場合、その方に
「あなたからてんかんは消失（dissolve）
した」と言います。
　こう考えますと、この人は10年間も
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