発症率（人口／ 万人当たり）

しかし、未治療のままでいると症状が悪化しやすく、

症状によっては転倒などの事故も引き起こすこともあり、
早期の対応が肝心です。大人のてんかんの中でも

見過ごされやすい高齢者のてんかんのポイントを解説します。
取材・文／松本牧子 イラスト／押切令子 デザイン／大久保正幸事務所

てんかんは乳幼児から高齢期

分かります︒

して珍しい病気ではないことが

も患者数は多く︑てんかんは決

イマー病やパーキンソン病より

同じ脳の病気であるアルツハ

定されます︒

衰えとして見過ごされたりすることが少なくありません。

むさしの国分寺クリニック院長

おおぬま・ていいち●１９５０年弘前大学医学部卒
業。国立精神･神経センター武蔵病院（現国立精
神・神経センター病院）
てんかん病棟医長･同外来
部長、国立病院機構さいがた病院院長などを経て、
２００２年に同クリニックを開設。日本てんかん学会
名誉会員、国立病院機構さいがた病院名誉院長。

大沼悌一

により︑発作
︵てんかん発作︶
を
繰り返し起こす慢性の脳の病気
です︒
日本における有病率は人口１
人︵ ０・

過剰に興奮
︵過剰放電︶
すること

てんかんは大脳の神経細胞が

化とともに︑高齢期に入り初め

００万人の患者さんがいると推

５〜１％︶とされており︑約１

０００人に対し５〜

れは脳の発達速度に関係してい

が増えているのです︒
いのにもかかわらず︑現状では

しかし︑高齢者の発症率が高

上で発症率が高くなり︑欧米諸

てんかんの治療を受けている人

は︑ 歳以下よりも高いとされ

ともに︑高齢者のてんかん患者

日本でも高齢者人口の増加と

ており︑てんかんがどんな病気

れていることもその一因とされ

知症などの他の病気と間違えら

１つは乳幼児期で︑最も多いの

かを正しく知ることが重要です︒

上になると発症率が減少し︑こ

傷が見当たらない
﹁ 特発性てん

てんかんのほとんどは症候性て
んかんです︒脳の器質的な損傷
である脳血管障害や頭部外傷 ︑
脳 腫 瘍︵ が ん ︶︑ 神 経 変 性 疾 患
︵アルツハイマー病︶
などから引
き起こされます︒

ほかに︑病因が明らかではな

と脳梗塞の初期段階である
﹁隠

が最も多く︑詳しく調べてみる

中でも高齢者では脳血管障害
く︑脳に何らかの障害があると

らいの人です︒

因まで明らかになるのは半数く

少なくありません︒ただし︑病

る段階︶が病因というケースが

れ脳梗塞﹂︵微細な血栓ができ

成人︑特に高齢期に発症する

症候性てんかん

てんかん﹂
と呼びます︒

推定されるてんかんを
﹁ 潜因性

かん﹂
に分けられます︒

す︒若年発症の患者さんの高齢

数が近年増加傾向を示していま

ています︒

はそれほど多くありません︒認

国の統計では 歳以降の発症率

歳を過ぎてから︒特に 歳以

そして︑もう１つのピークが

ててんかんを発症するという人

10

ると考えられています︒

てんかんの発症は
歳過ぎに
２つ目のピーク

加齢に伴い増加する
高齢期のてんかん

Part

が３歳以下の発症です︒ 歳以

まですべての年代で発症します

65

区別がつきにくかったり、
てんかんの症状が加齢に伴う機能の

︵図１︶︒発症のピークは２つ︒

70

さまざまな病気を持つ高齢者では、持病とてんかんの

若 年 者 とは異 な る
高齢者のてんかん

脳血管障害や
頭部外傷による
脳の損傷が関与
では︑てんかんはどうやって
起こるのでしょうか︒原因を大
別すると︑脳の器質的な損傷に

1

50

近年では人口構造の変化に伴い、高齢者でも目立つようになりました。

「知っておきたいてんかんの診断と治療」
（小島卓也編著・真興交易）
より

小児の病気というイメージがある
「てんかん」ですが、

80
70

有病率／累積発症率（％）
1.0
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全般てんかん
部分てんかん

50

よる
﹁症候性てんかん﹂
と脳の損

図2：部分てんかんと全般てんかん
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ています︒

りやすいてんかんとして知られ
かったり
︵運動性失語︶
する状態

︵感覚性失語︶
︑言葉が出てこな
点の多くは神経細胞に損傷や異

の場所を
﹁焦点﹂
と呼びます︒焦

てんかんの場合は治療によって、記憶を

まま、発作症状を繰り返すと記憶力がどん
取り戻すことができます。ただし、未治療の

特発性てんかん
常が起きていますが︑その原因
は脳血管障害や頭部外傷などに

のことです︒
これらの発作症状は︑てんか
よるものです︒そのため︑高齢

きょう ちょく か ん た い

で、記憶の欠落に本人が気づいていない

特発性てんかんは小児に多く︑
ん以外の病気でも引き起こされ
者に多いてんかんは︑この部分

脳の一部分に限定して過剰放

﹁強 直 間代てんかん﹂︵突然意

ため、
あまり悩んだりはしません。

高齢者ではほとんどみられませ
ます︒例えば︑軽微な意識障害
てんかんと言えます︒
特にてんかん発作の最中に意

は心不全や片頭痛︑認知症など
でもみられ︑てんかん発作との
識がはっきりしている場合を

失語とは︑話を聞いていなが
電が起きているてんかんで︑そ

出したり︑自転車こぎのような

一方、認知症の場合は症状が持続的

ん ︒ 特発性てんかんには
﹁ 年齢

けいれんは少なく
意識障害や失語が
主な発作の症状
てんかんの発作と言うと︑勝
鑑別が重要となります︒

ら内容が理解できなかったり

発作の前に上腹部不快感
︵何

動きをしたりするなど︑激しい

多くみられます。

依存性﹂という特徴があり︑あ
が発症し︑その年代を超えると
手に筋肉が収縮する
﹁けいれん﹂
﹁単純部分てんかん﹂
と言い︑意
識の混濁を伴う場合は
﹁ 複雑部
分てんかん﹂
と呼びます︒
単純部分てんかんのみで発作
分てんかん︑さらに二次性全般

脳全体に過剰放電が広がって

す
︵表１︶
︒この発作型によって

か胸からこみあげてくるような

動きが発作症状として現れます︒

を凝視したり︑ぼんやり空を見

状に気づいているというケースが多いこと

る年代になって初めててんかん
発作がなくなります︒比較的治
を思い浮かべる人が多いようで
す︒けいれんは最も多い発作症
状ですが︑高齢者にはあまりみ
ら れ ず ︑ 軽 微 な﹁ 意 識 障 害 ﹂や
てんかんの発作にさまざまな
化てんかん
︵ 全身がけいれんす

が終わる場合もあれば︑複雑部
種類の症状があるのは︑多くの
る発作︶に移行して︑発作が広

高齢者に多いのは
脳の一部に起こる
部分てんかん

意識障害とは︑会話をしてい
働きを持つ脳のどの部位に過剰
がっていく場合もあります︒

﹁もうろう状態﹂
︑
﹁失語﹂
などが

る最中に突然黙る︑動作が止ま
放電が起きているかが異なるた

多くなります︒

る︑その場にそぐわない行動を
めです︒
２種類に分けられます︒﹁部分
いる状態です︒何の前兆もなく︑

全般てんかん

とるなどの状態です︒発作時間

てんかん﹂︵部分発作を起こす
全身にけいれんが起きたり︑け

発作は過剰放電の場所により

意識が戻るまで茫然自失の状
てんかんで局在関連てんかんと
いれんを伴わずに意識だけを失

が数十秒と短く︑周囲が気づか

態になることもあり︑これをも
も 呼 ば れ る ︶と ︑﹁ 全 般 て ん か
ったりします︒小児に多くみら

ないことも多くあります︒

うろう状態と呼びます︒この時
ん﹂︵全般発作を起こすてんか

れ︑
﹁欠神てんかん﹂
︵突然意識

ぼ うぜ ん

に何か行動をしていると︑転倒
ん︶
です
︵ ページ・図２︶
︒

を消失し︑数十秒後突然回復す

け っし ん

などの事故を起こしやすいので
周囲の人が注意する必要があり

治療や予後が異なりますので ︑

感覚︶
や︑意識変容
︵夢を見てい

発作時には意識が保たれている

る︶
︑ミオクロニーてんかん
︵両

診断ではまず発作型を明らかに

るような感覚︶︑恐怖感などの

場合もあるため︑﹁わざとやっ

部分てんかん

することが重要です︒

前兆が現れることがあります︒

ているのではないか﹂と誤解さ

ます︒

高齢期に多く発症するてんか

意識が途切れている間は一点

腕などが同時にピクッとする︶
︑

んは症候性部分てんかんです ︒

つめていたりするような表情が

頭頂葉は知覚の総合判断を行

関係する症状が現れます︒

後頭葉は視覚を司る部分で ︑

後頭葉てんかん
頭頂葉てんかん

れるケースも少なくありません︒

てんかんの中で最も多いタイプ

みられます︒舌なめずりや︑手

ぜんとう

ですが︑さらに焦点の場所によ

をやたら動かすなどの
﹁自動症﹂

と うちょうよ う

そくとうよう

って
﹁側頭葉てんかん﹂︑﹁前頭

を伴うことも少なくありません︒

発作時には無数の光が点滅しな

じ ど うし ょ う

葉 て ん か ん ﹂︑﹁ 後 頭 葉 て ん か

これらの症状の出現は︑側頭葉

がら見えたり︑大きな光が目の

こう とう よう

ん﹂
︑
﹁頭 頂 葉てんかん﹂
に分け

が聴覚や記憶︑情動などの働き

前に見えたりするなど︑視覚に

よう

られます
︵図３︶
︒

と関係していることによります︒
前頭葉てんかん

かんの場合は記憶・意識の欠落があって

側頭葉てんかん
特に高齢者に多いてんかんで︑
へ んと う

です。そのため、物忘れに悩んでいる人が

識を消失し︑全身がけいれんす

かい ば

側頭葉の内側にある海馬・扁桃

も発作がない時は正常で、本人もこの症

う場所とされ︑発作症状として

てんかんと認知症の違いとしては、
てん

前頭葉は脳の働きの中で運動

かく

えてしまうこともあります。

核が焦点の中心となる
﹁ 内側側

行の思い出など、
過去の経験がすっぽり消

は主にしびれや痛みなどが挙げ

ほかに、親の葬式を行ったことや海外旅

機能を担っています︒そのため

てしまうといった現象が起こります。

頭葉てんかん﹂が多くみられま

な動作は続けられるので、例えば歩いてい

る︶
などの種類があります︒

29

ることはできますが、道順が分からなくなっ

られます︒

間に起きたことは記憶に残りません。簡単

前頭葉てんかんでは︑突然走り

識が途絶えることがあります。そして、
この

す︒

側頭葉てんかんでは、
ほんの十数秒、意

発作の種類で
治りやすさや
予後が変わる

葉てんかんも似たような症状を示します。

これまで述べた脳の損傷の有
無
︵ 症候性てんかんと特発性て
んかん︶
と発作の種類
︵部分てん

どん低下してしまいます。

かんと全般てんかん︶を組み合

消えてしまったりすると、認知症ではないか

30
2011.12
2011.12
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わせると ︑ 発作のタイプ
︵ 発作

と考える人が少なくありません。
しかし、
側頭

内側側頭葉てんかん

型 ︶は﹁ 特 発 性 部 分 て ん か ん ﹂︑

物忘れが頻繁に続いたり、突然記憶が

▶小 児期に発症、多くは成人にな
るまでに治癒

﹁特発性全般てんかん﹂︑﹁症候

【認知症】

▶ウェスト症候群、
レンノックス･ガ
ストー症候群など

【てんかんの種類】

特発性全般てんかん

性部分てんかん﹂
︑
﹁症候性全般

大人のてんかんと

▶良性小児てんかんなど

てんかん﹂の４つに分けられま

間 違 え や す い 病 気

【てんかんの種類】

てんかん

▶乳 幼児期に発症、最も治りにく
い。発作の回数も多い。
【てんかんの種類】

▶欠神てんかん、
ミオクロニーてん
かんなど

外側側頭葉てんかん

【てんかんの種類】

▶乳 幼児期～小児期に発症、小
学校卒業までには治癒

部分

症候性全般てんかん
【発症時期・予後】

てんかん

▶側頭葉てんかん、前頭葉てんか
ん、後頭葉てんかん、頭頂葉て
んかんなど

【発症時期・予後】

頭頂葉てんかん

【発症時期・予後】

全般

▶小 児期～成人期に発症、薬で
患者の６～７割は発作が止まる

【発症時期・予後】

後頭葉てんかん

症候性部分てんかん
特発性部分てんかん
前頭葉てんかん

症候性 てんかん
図3：症候性部分てんかん

特発性 てんかん
表1：病因と発作型

と思われていることが少なくあ
にわたり︑生活面の問題なども
際に持参するのも有用です︒

ビデオカメラに撮影し︑受診の

神経外科︑精神科などが適して

てんかんの診断は︑各種の検
査を組み合わせて行った上で総
合的に判断します
︵図４︶
︒
最も重要とされるのは最初の

め︑問診から得られた所見と合

出ないこともあります︒そのた

てんかんの人でもてんかん波が

︵スペクト＝単一光子放射断層撮

の焦点を見つける
﹁ ＳＰＥＣＴ

の血液の流れを調べ︑てんかん

その他の画像診断には︑脳内

る
﹁ＰＥＴ
︵ペット＝ポジトロン

こす病変
︵焦点︶
が脳のどこにあ

画像診断は︑てんかんを引き起

ＭＲＩ検査︑ＣＴ検査などの

ます︒血液検査で電解質や血糖

合︑もしくは低い場合にも生じ

常や︑血液中の血糖値が高い場

ムやカリウムなどの電解質の異

検査﹂
が必ず行われます︒

ューター断層撮影︶
検査︶
︑
﹁血液

画像︶
検査﹂
︵またはＣＴ
︵コンピ

﹁脳波検査﹂
︑
﹁ＭＲＩ
︵磁気共鳴

てんかんかどうかの検査では

脳波や血液の検査
画像診断が
診断には必須

考える必要があるため︑これら

表２に高齢者のてんかんの特

りません︒また︑発作も軽微で

てんかんは薬によって多くは
徴をまとめました︒表に示した

の診療科でも︑可能ならてんか

発作をコントロールできるため︑
病気に罹患したことがあり︑て

全身けいれんなどの目立つ症状

早期に治療を開始することが大
られたら︑一度医療機関を受診

んかん発作と思われる症状が見

てんかんを本人や家族が気づき
しましょう︒

切です︒しかし︑高齢者の場合︑
にくいという問題があります︒
ていることも多く︑そうした持
います︒てんかんの治療は長期

診断 治療には神経内科や脳

病の症状がてんかんの発作症状
﹁問診﹂
で︑本当にてんかんの発
作なのか︑発作はどのようなタ
イプなのかを見極めます︒
ただし︑発作の最中は患者さ
ん本人に意識のない場合があり︑
状況を覚えていないことが少な
くありません︒発作が起きたら
家族など周囲の人が様子を注意
して観察し︑問診の際に医師へ

脳の機能を調べる検査で︑脳
わせててんかんの有無を判断す

伝えてください︒発作の様子を

の中の電気活動を頭皮上の電極
ることになります︒
なお︑脳波検査は治療効果の

影︶
検査﹂
や︑脳の代謝機能をみ

から記録し︑
﹁てんかん波﹂
とい
われる異常な脳波が出ていない

断層法︶
検査﹂
などがあります︒
血液検査

判定にも用いられ︑てんかんと
ます︒

てんかん発作の原因を調べる

るのかを調べる検査です︒特に︑

値に異常がないかを調べ︑他の

検査です︒けいれんはカルシウ

外科的手術をする場合には必ず

病気による発作かどうかを判断

ＭＲＩ
（ＣＴ）検査

行われます︒

さな器官です︒発作を繰り返し

頭葉の深部にある海馬という小

頭葉てんかんの場合︑焦点は側

ほか︑血中濃度
︵血液中の薬の濃

ます︒副作用の有無を確認する

では︑定期的に血液検査を行い

また︑薬によるてんかん治療

響をシャットアウトする設備が

ができますが︑外部の磁場の影

より精度の高い情報を得ること

能を調べるものです︒脳波検査

発生する磁力を測定して脳の機

します︒

ていると︑海馬が硬くなって細

度︶
を測り︑薬の効果や安全性を

高齢者に多くみられる内側側

胞が脱落する海馬硬化と呼ばれ

限られています︒

必要なため︑実施できる施設は

判断するためです︒
ＭＲＩを用いると︑この海馬

の障害や失語など︑脳の損傷に

神経心理検査は︑記憶・認知
そのほか︑必要に応じて行う

硬化が石灰化として映し出され
ます︒また︑認知症は海馬が萎

よって起こる高次脳機能障害の

ず

検査として
﹁脳磁図﹂
や
﹁神経心理

のう じ

縮している状態であり︑ＭＲＩ

脳磁図は脳の電気活動に伴い

さまざまテストが行われます︒

有無を調べるもので︑目的別に
検査﹂
などがあります︒
きます︒

でてんかんと鑑別することがで

その他の検査

る状態になります︒

します。
また、覚醒時に深呼吸をしたり、光を浴びた時などに対する脳波

▶発 作が起こりやすくなるような前兆・原
因はあったか
そのため、脳波室で自然に眠れない場合は、睡眠導入剤などを服用

▶どのように始まり、終わったか
波も調べるのは、覚醒時の脳波よりも異常波が出やすくなるためです。

▶発作が起きている時間はどのくらいか

問診が重要
発作時の様子が
手がかりに

んの専門医に診てもらうことが

総合診断

が起きることが少ないこともそ

診断・治療では
発作の見極めが重要
▶SPECT、
PET検査
▶脳磁図
▶神経心理検査 など

必要に応じて
行う検査

勧められます︒

必須検査

の一因となっています︒

▶脳波検査
▶MRIまたはCT検査
▶血液検査

▶何をしている時か

高齢者では複数の病気を抱え

問診

かを確認します︒てんかん波の

は非常に似ていますが、発作の持続時間

が異なります。てんかんの場合は長くても

▶どんな症状だったか、意識はあったか
し、脳からの微弱な電気を覚醒時と睡眠時に検出します。睡眠時の脳

脳波検査

図４：診断の進め方

診断された後も定期的に行われ

いか」
という不安が生じたり、
「 死ぬのでは

ないか」
という恐怖感を伴ったりすることが

▶何時ごろ発作が起きたか

･

種類によって︑てんかん発作の

もいます。てんかんとパニック障害の症状

▶どのくらいの頻度で発作が起きるか
の反応を調べることもあります。

タイプも判断できます︒

が多いとされます。
きるのかという不安や、動悸、
めまいなどを

電波を一切遮断した脳波室で行います。頭に21個の電極を装着

本人が発作に気づい
ていないこともある。

ただし︑脳血管障害や脳腫瘍

一度発作が起きると
「また起きるのではな
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に30分ないし１時間以上続いていること
てんかんの患者さんでもいつ発作が起

脳波検査はどう行うの？

初回発作後の再発
率が高い。

その他
数分単位ですが、
パニック障害では一般
あります。

てんかんメモ ①

･

た、
てんかんとパニック障害を合併する人

などでも脳波に異常が生じたり︑

【パニック障害】

発作時に注意するポイント

高齢者の発作は
本人 家族も
気づきにくい

間 違 え や す い 病 気

けいれんを起こすこと
は少ない 。毎 回 同じ
発作症状が起こる。

発作
症状
抱えていたりする人が少なくありません。
ま
い、息苦しさなどが起こる精神疾患です。
どう き

病因

脳血管障害、頭部外
傷 、ア ルツハイマー
病、脳腫瘍など。
大人のてんかんと

軽微で多彩であり、意
識障害、
もうろう状態、
失語などがある。
パニック障害は突然激しい動悸やめま

Part
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表２：高齢者のてんかんの特徴

他の病気で服用する
治 療 薬にも 注 意

てんかんの治療の中心は薬物
療法です︒抗てんかん薬の服用
により︑患者さんの６〜７割は
発作をコントロールすることが
できます︒
抗てんかん薬は発作を止める
こと︑または頻度を少なくする
ことを目的とした薬です︒神経
細胞の過剰な興奮を鎮め︑興奮
を抑える神経伝達物質の分泌促
進や興奮を伝える神経伝達物質
の分泌を抑制します︒抗てんか
ん薬にはさまざまな種類があり︑
発作型に合った薬を服用します

バルプロ酸、
クロナゼパム、
ニトラゼパム

ポイントになります︒また︑認
知機能へ悪影響を与えにくい薬
剤の選択も重要です︒
薬の量が適切かどうかは︑血
中濃度の測定を行って判断しま
す︒最大量まで薬を増やしても
発作がコントロールできない場
合は他の薬に変更します︒種類
を変えても効果が得られなけれ
ば︑複数の薬を併用
︵多剤併用︶
します︒

増やしていきます︒副作用が少

作用の出現に注意しながら量を

かん薬を︑少量から開始し︑副

最初は１種類
︵単剤︶
の抗てん

際して︑さまざまな注意が必要

作が抑えられる薬を選ぶことが

出にくいこと︑そして少量で発

効果が出なかったりすること︶
が

飲み合わせで副作用が起きたり︑

ことなどが挙げられます︒

ても後遺症が少ない部位である

では︑薬はいつまで服用する

なく︑薬剤の相互作用
︵薬同士の

のみ忘れ︒発作が連続して起き
です︒受診の際は︑医師に日ご

発作がなくても
薬の服用は
毎日続ける

たり︑１回の発作時間が長時間

もつれ、歯茎の腫れなど

本から治す治療法である半面 ︑
脳の一部や神経線維を切除する
ため︑後遺症や機能喪失などが
起こる可能性もゼロではありま
せん︒患者さん本人がメリット
とデメリットを考えて選択する

ても発作を上手くコントロール

なくなればＱＯＬ
︵生活の質︶
の

例えば︑手術によって発作が

ことが重要です︒

できなかったり︑発作のために

向上が期待できるとして︑手術

善率は９割近くに達します︒

かんです︒手術による発作の改

い海馬硬化に基づく側頭葉てん

てんかんの代表が︑高齢者に多

手術の効果が最も期待できる

した︒

療法が勧められるようになりま

ってきたことで︑積極的に手術

できるてんかんのタイプが分か

されていましたが︑効果が期待

以前は︑手術は最後の手段と

っては手術が検討されます︒

ースでは︑てんかんの種類によ

日常生活に支障が生じているケ

抗てんかん薬を数年間服用し

ただし︑手術はてんかんを根

ろ服用している薬のことも忘れ

めまい、多毛や脱毛、動作の緩慢、食欲不振、手足のしびれ、舌の

高齢者に多い
側頭葉てんかんは
手術で高い改善率

になったりするなど︑﹁重積発

︵表３︶
︒

脱力てんかん

ずに話しておきましょう︒

●抗てんかん薬の種類によって生じる副作用

セタム
（イーケプラ®）
の４つの薬剤です。これ

な治療が発作のコントロールに

が大切です︒病態に合った適切

見過ごさずに治療を受けること

いずれにしても︑てんかんを

ます︒

険性が若年者に比べて高くなり

高齢者では当然︑手術に伴う危

薬の服用も継続します ︒ また ︑

の前ぶれがみられるようなら ︑

も定期観察は必要ですし︑発作

ません︒しかし︑手術を受けて

を希望する高齢者は少なくあり

また︑気をつけたいのが薬の

重に行います︒

量や中止は脳波を調べながら慎

て服薬を続ける必要があり︑減

候性てんかんでは長期にわたっ

ケースがあります︒一般的に症

していても︑突然発作を起こす

ため︑たとえ５年間ぐらい安定

とされる症候性てんかんが多い

一方︑高齢者では治りにくい

ることも可能です︒

減らし︑最終的に服用を中止す

常がみられなければ︑薬の量を

ぐらい治まっていて脳波にも異

かんの場合︑発作が通常２年間

治りやすいとされる部分てん

必要があるのでしょうか︒

これらの課題を克服する新薬が待たれてい

つながります︒
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バルプロ酸 、エトスクシミド、
クロナゼパ
ム、
ニトラゼパム

その理由としては︑ＭＲＩな

ため、発作症状からてんかんかどうかを判断することになります。

６〜７割は
適切な服薬で
発作が抑制できる

目標数値以上の血中濃度になった場合や薬に対して体が特異反

用における新たな選択肢となっています。

かんと同様に偽発作でも脳波に異常が出る場合があります。
その

ミオクロニーてんかん

作﹂
と言われる症状を招く場合が

眠気やふらつき、
いらいらなど

わらず、副作用や相互作用が少なく、多剤併

人の割合で来られます。診断には脳波検査が役立ちますが、
てん

あります︒発作が起きた時では

●抗てんかん薬に共通してみられる副作用

らの薬剤は有効性や安全性が高いにもかか

偽発作をてんかんと思って受診される人が、当院では10人に１

ています。
また、多剤併用は単剤よりも副作用

発作あるいは心因性発作と言います。精神医学では「解 離（転

なく︑毎日服用することが大切

気になる症状がみられたら、
すぐに医師に相談してください。

ピナ®）
、
ラモトリギン
（ラミクタール®）
、
レベチラ
取るのに対して、偽発作の場合は一定していません。

えられない患者さんは、全体の約３割と言われ
かい り

です︒

用する薬の種類によって頭痛や多毛･脱毛、吐き気などが出ることがあ

た。ガバペンチン
（ガバペン®）、
トピラマート
（ト
します。
また、
てんかんなら発作の様態がいつも同一のパターンを

バルプロ酸、
フェニトイン、
カルバマゼピ
ン、
ゾニサミド、
フェノバルビタール、
プリミ
ドン、
クロナゼパム、
ラモトリギン

どの画像診断により発作を起こ

てんかん発作と偽発作の大きな違いもパニック障害と同じく発

強直間代てんかん

す焦点が脳のどこにあるかが正

ぎ

特に高齢者ではすでに何種類

ります。特に、高齢者では副作用が出やすいので、注意が必要です。

を持つ抗てんかん薬が使えるようになりまし
作の持続時間の違いが挙げられ、偽発作では数十分以上持続

抗てんかん薬を多剤併用しても、発作が抑
身体的な原因がなく、
てんかん発作と似た症状を示すものを偽

もの薬剤を服用している人が多

抗てんかん薬の主な副作用は、眠気やふらつき、
いらいらなどで、服

ましたが、昨年から従来にない作用メカニズム

症状などがあります。

表３：発作型別の主な抗てんかん薬

しく判断できること︑手術をし

【偽発作】

いため︑抗てんかん薬の服用に

応を起こしてしまった時に、副作用が現れることがあります。

題がありました。
迷
（ぼんやりする）
、全身の硬直、
めまいや動悸といった自律神経

エトスクシミド、
クロナゼパム

複雑部分てんかん
部分てんかん

多剤併用に
新たな選択肢
間 違 え や す い 病 気

が出やすく、相互作用も起きやすいなどの問
（記憶を失う）
や、遁走
（急に逃げる）
、昏
主な症状として、健忘

めい

こん

とんそう

換）
性障害」
と呼ばれています。

けんぼう

欠神てんかん

全般てんかん

二次性全般化てんかん

カルバマゼピン、
フェニトイン、
ゾニサミド、
フェノバルビタール、
プリミドン、バルプロ
酸、
クロナゼパム、
ガバペンチン、
トピラマ
ート、
ラモトリギン、
レベチラセタム
単純部分てんかん

てんかんメモ②
大人のてんかんと
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抗てんかん薬の副作用
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てんかんメモ③

