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研究要旨
てんかんは、乳幼児・小児から成人・老年に至る年令層に及ぶ患者数の多い神経疾患で
あるが、発達障害や精神障害への対応や時に外科治療を要するなど、その診療には診療科
の枠を超えた人的・物的医療資源の活用が必要とされる。
本研究の目的は、本邦の患者調査で把握されないてんかんの患者数（特に高齢者）とそ
の診療実態を調査し、我が国で必要なてんかん医療のニーズの全貌を明らかにし、既存の
医療資源の活用を含め、今後のてんかん医療の供給体制の道筋を示すことにある。
今年度の研究では、１）40 才以上の地域住民を対象とした疫学調査、２）小児てんかん
患者の長期予後における発達障害の問題、３）医療計画の中でてんかんを取り上げている
都道府県の調査、４）高齢てんかん患者と認知症疾患医療センター、５）てんかん患者の
保健医療福祉ニーズに関する予備調査、６）我が国のてんかんセンター20 施設の現状調査、
７）精神科専門医のてんかん教育プログラムへの提言等が行われた。
てんかん医療は小児にあっては発達障害の予防と学習の改善、成人にあっては就労と生
活の自立を目標とするもので、本研究によりもたらされるてんかん医療の充実は我が国に
とって社会経済学的に重要な成果となる。
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またてんかんは、最近、地域診療を担う一般の
診療医にとっても運転免許と交通事故の問題や高
齢者での発症例など避けられない問題となってお
り（２）
、地域の一般診療医とてんかん専門診療医
との間の診療連携システムの構築は喫緊の課題と

言える。

月よりてんかん有病率の調査を開始した。平成25

本研究の目的は、厚労省の患者調査で把握され

年12月時点で住民健診を施行中で、現在データを

ないてんかんの患者数と診療実態を調査し、我が

収集中である。平成26年度中にデータセット固定

国に必要なてんかん医療のニーズを明らかにする

を行い、地域住民におけるてんかん有病率を公表

とともに、既存の医療資源の活用を含め、より良

する予定である。

質のてんかん医療の供給体制の道筋を提言するこ
とにある。

この調査においては、てんかんの定義は、active
epilepsy、すなわち１）最近5年間で2回以上てん
かん発作があった、あるいは２）てんかんと診断

B. 対象と方法

され現在抗てんかん薬服用中であるとし、健診で

本研究班では、我が国の患者調査で把握される

てんかんについて本人から聞き取りを看護師およ

てんかん患者数が少ない原因を明らかにするため、

び医師がおこない、さらに薬手帳をもとに健診受

１）地域住民及び医療施設を対象としたてんかん

診者の全服薬歴を調査し、抗てんかん薬の服用の

の患者数と診療実態の調査を行う。具体的には地

有無を調査した。更に抗てんかん薬の服用があれ

域住民を対象とした有病率調査、
診療報酬情報（レ

ば、てんかんに対しての処方かどうかを確認し、

セプト）の解析によるてんかん診療の実態調査、

病院での治療歴について病院からの情報と照合し

地域保健から3次診療施設に至るてんかん診療の

た。

実態調査を行い、本邦のてんかん診療体制におけ

(2) 小児てんかんの患者数と予後（小林）

る問題点の所在を明らかにする。

岡山県で行われた13歳未満の小児てんかんの

また実態調査と平行して、２）診療の質の向上

有病率調査 （平均8歳0ヵ月、有病率8.8/1,000） を

のための聞き取り調査と３）地域診療と関連諸学

再集計し、10年後の時点での重症度と合併障害に

会専門医が連携したてんかん診療ネットワークの

つき追跡した。

基盤作り、関連諸学会専門医によるてんかん診療

調査時点でのてんかん分類は特発性局在関連性

の2次及び3次アクセスポイント・リストの作成を

てんかん 4.0%、非特発性局在関連性てんかん

行う。更に４）諸外国におけるてんかん診療体制

66.1%、特発性全般てんかん7.3%、非特発性全般

の調査をふまえ、最終的に５）本邦で望まれるて

てんかん13.2%、未決定てんかん1.0%、情報不足

んかん診療システムの提言、すなわち本邦のてん

が8.6%であった。また知的障害および運動障害の

かん医療のニーズを満たすために必要な人的・物

両方を認めたのが6.9%、知的障害のみが14.5%、

的医療資源に関する目標と、我が国の実情に即し

運度障害のみが0.05%、無しが74.4%であった。

たてんかん患者ケア・アルゴリズムを提言する。

このうち岡山大学病院で診療した510例中追跡
できたのは141例で、その 44.0%で発作は持続し

C. 研究結果（平成２５年度の研究成果）

ていた。残りの66%中、発作が 1年以上抑制され

(1)高齢者のてんかん患者数と診療実態に関す

ているのが5年以内に起こっているのが21.3%、5

る研究—福岡県久山町の地域住民を対象とした疫

年以上発作がないのが34.8%で、断薬は17.7%で

学調査—（赤松）

できていた。障害に関しては、知的障害と運動障

てんかんの有病率調査は諸外国では、人口1000
人当たり4-10人とされ、高齢者で増加するとされ
る。しかし我が国での調査は、これまでほとんど
行われた事がない。
赤松らは、福岡県久山町（人口約8,000人）にお
ける40歳以上の全住民健診において、平成24年6

害の合併が 42.6%、知的障害のみが31.2%、無し
が26.2%であった。
(3) てんかんの地域医療における保健行政的研
究：（竹島）
A）都道府県医療計画におけるてんかん医療の記
載に関する研究

平成24年3月の医療法改正により、精神疾患が、

ない、認知症疾患医療センターにおけるてんかん

医療計画の記載事項として、がん、脳卒中、急性

診療対応可能性を含めた，高齢てんかん患者の診

心筋梗塞及び糖尿病の4疾病に追加されたが、厚

療体制の充実の方策を検討した。

労省社会・援護局によれば、てんかんは、この医

その結果、地域社会では未だに高齢者のてんか

療計画の見直しの対象となる精神疾患の一部に含

んに関する関心は低く、啓発及び情報提供が必要

まれるとされる。実際、てんかん患者の一部は、

なことが指摘されたが、一方、認知症疾患医療セ

精神保健福祉法第5条の精神障害者の定義に該当

ンターの専門医療機関としての機能、地域連携の

する。

機能を活用し、てんかん診療ネットワークとの連

従って、都道府県の医療計画の立案過程におい

携を図ることで、認知症疾患医療センターにおい

ては、てんかん診療のあり方についての議論が行

て適切なてんかんの診断が可能となる道筋も示さ

われ、その成果が医療計画の中に具体的に記載さ

れた。

れることが期待される。

C）てんかん患者の保健医療福祉等のニーズ調査

しかし今回、平成24年度に策定された各都道府

実施のための検討

県の医療計画の内容を調査した所、てんかんにつ

てんかん診療は、精神科、神経科、小児科、脳

いての言及があった都道府県は53.2％と約半数に

外科などの複数の診療科において提供されている

すぎず、又そのうち、てんかん医療についての具

ため、医療者側は元より、患者側のニーズは極め

体的な言及があったのはその約半数の27.7%に過

て集約され難い状況にあり、てんかん患者の抱え

ぎなかった。

る複雑なニーズが社会に共有されていない可能性

しかし一方、てんかん医療における専門医療機

がある。

関の必要性については約4分の1（12/47）の都道

わが国のてんかん医療のニーズを満たすための

府県で認識が共有されており、また診療科間や地

体制を整備するには、その根拠となるてんかん患

域医療機関、その他の組織団体などとの連携につ

者を対象とした医療福祉ニーズ調査が不可欠であ

いても約1割（5/47）の都道府県において必要性

る。今回、てんかん患者のニーズ調査の実施方法

が指摘されていたことは、次回の医療計画見直し

及び調査票の内容を検討するために、日本てんか

への期待をつなぐものである。

ん協会が1980年から2009年の間に行った5回の

次回の医療計画改訂に向けて、各都道府県にお
いて、てんかんを含む全般的な医療計画が進むよ

調査資料をもとに、患者が求めている保健医療福
祉ニーズの分析を行った。

う、てんかん診療においては、精神科、神経内科、

その結果、てんかん患者の保健医療福祉等のニ

小児科、脳神経外科が関与しているという実態が

ーズは、保健、医療、福祉、教育、就労、生活支

あること、てんかん患者が多様なニーズを抱えて

援、社会生活の制限があるための困難と多岐にわ

いるという実態があることを踏まえ、実践的な医

たり、それらはスティグマの問題ともつながって、

療連携のあり方についての情報提供と提言を行っ

患者・家族の不利益を引き起こしている可能性が

ていく必要がある。

あることが示唆された。

B) 高齢てんかん患者の診療確保の検討

このような多岐にわたるニーズに対応するには、

人口の高齢化とともに高齢てんかん患者が増え

生活包括支援という考え方のもとに、生活福祉、

ている可能性があり、急速に増加する認知症にも

学校教育、児童家庭、健康福祉、高齢福祉、介護

相当数のてんかん患者が含まれていると見込まれ

保険、障害福祉をつなげた、生活困窮者自立支援

る。

の仕組みが参考となる。多様なニーズを抱える生

今回、本研究班班員、認知症専門研究者及び患

活困窮者を対象にした調査において開発された調

者会関係者を含むグループディスカッションを行

査票は、てんかん患者の保健医療福祉等のニーズ

調査の検討に活用できると考えられた。

ために必要な診療報酬上の手当、すなわち、１）

またてんかん患者には、「患者性」と「障害者

てんかん紹介料加算、２）てんかん専門診断管理

性」の2つの側面があり、「患者性」が高度の専

料。及び３）てんかん診療連携拠点病院加算を、

門医療を、「障害者性」が障害者福祉の充実を求

日本てんかん学会診療報酬委員会を通じ内保連に

めているが、医療的なニーズのみの「安定した」

提案している。

患者の場合も、自動車運転免許の問題など、社会
生活上の不安定を潜ませている実態もある。
てんかん患者の保健医療福祉等のニーズ調査の
実施は、てんかん患者の多様なニーズに対応でき
る総合的な医療の構築にきわめて重要と考えられ
る。

(6) 各地域における地域診療連携ネットワーク
モデルの構築：
A） ３次てんかん医療システム（てんかんセンタ
ー）の概念と現状〜（井上）
我が国のてんかん医療において3次医療を構成
する、20のてんかんセンターの活動実態を、全国

(4) 国各地域のてんかん診療医名簿が閲覧でき

てんかんセンター協議会の資料を基に調査した。

るウエブサイト「てんかん診療ネットワーク」：

20施設を合計したてんかんの小児新患は2012

平成23年度に行った日本てんかん学会員及び

年の１年間で約2000人、成人は約4000人、新入院

日本医師会会員へのアンケート調査に基づき作成

は小児約1300人、成人約1700人であった。この新

した全国のてんかん診療施設（2014.2月現在約

規の患者数6000人/年は、我が国の推定難治てん

800施設）及びてんかん診療医の名簿（2014.2月

かん（発生率50人/10万人の20％程度）の半数以

現在約1200名）を、平成24年7月よりウエブサイ

上になり、またその約半数が入院により精査や治

ト「てんかん診療ネットワーク」
（４）において、

療を受けたことになる。

ユーザー登録にて閲覧可能な形で掲載した。現在

MRI は全施設(100%)、SPECT は19施設(95%)、

この名簿を基に地域ごとにてんかん診療連携ネッ

PET は10施設（50%）、脳磁図は7施設(35%)が

トワークが形成され、地域におけるてんかん診療

有していた。ビデオ脳波モニタリングは20施設で

のアクセスポイントが明示されつつある。今後て

68台60床が稼働していた。しかしモニタリングの

んかん診療ネットワークを通じ、発作が抑制され

監視をスタッフがすべておこなっているのは7施

ない場合にどの医療機関を受診すればよいか、あ

設（35％）で、安全マニュアルの整備も8施設

るいは自動車運転免許の問題等、患者のニーズに

（40％）にすぎず、ほぼ全ての施設（19施設）で

応じた医療の提供とてんかんの社会的側面に関す

薬剤の減量が行われている現状では、安全体制の

る諸問題の解決が図られることが期待される。

整備が喫緊の課題と思われた。

(5) 我が国の実情に即したてんかん患者ケア・
アルゴリズムの提言
当研究班では、てんかん診療施設を、ファース

多診療科による症例カンファレンスはほぼ全て
の施設（18施設）で行われており、7施設では週
単位、11施設では月単位の頻度であった。

トアクセスとしての１次診療施設、問診・脳波及

外科治療は477人で施行され、これは全国のて

びMRI検査に基づくてんかんの診断と抗てんか

んかん外科手術症例の８割以上を占めると推定さ

ん薬の調整が可能な２次診療施設、及び発作時ビ

れる。内訳は、側頭葉切除術146件、側頭葉外皮

デオ脳波モニタリングによる診断と外科治療が可

質切除術70件、多葉切除・半球離断40件、脳梁離

能な３次診療施設とに機能分類し、各診療施設が

断術63件、凝固術24件、頭蓋内電極留置術82件、

その機能的役割を発揮できるよう、紹介及び逆紹

迷走神経刺激術91件であった。またケトン食治療

介の双方向性の循環が促進される診療連携システ

は29人で行われ、治験は少なくとも78件行われて

ムを提案した（5−7）。

いた。

また、てんかんの地域診療連携体制を構築する

てんかんセンターはてんかんの3次医療を担い、

難治てんかんの包括的な診断・治療を行うととも

週５名（月約20名）、東北地方７施設への月１−

に、てんかん医療構造全体にわたるてんかんケア

２回の出張で１回あたり２−４名（月約30名）。

を視野に、その改善のために活動を行うものであ

症例カンファランス（週1回）、ビデオ遠隔診療

る。

（月1回）、土曜日のオープン症例検討会（月1回）、

てんかんセンターに求められる機能は、

講演年間100回、市民講演会年間５回。てんかん

・複数の診療科によるチーム治療

の医学部教育は６年間で講義10時間、５年次に約

・安全管理に配慮した脳波ビデオモニタリング

1/4の学生が１週間の臨床実習を受ける。

・てんかん外科適応の判断と外科治療

C）専門てんかんセンター（西新潟）を中核とし

・地域てんかん診療連携ネットワークの構築

た地域診療連携モデルの作成・てんかん診療シス

・地域の1次2次診療医の教育

テムの提言

・治験を含む新薬へのアクセス

西新潟中央病院てんかんセンターの医師は、精

・患者家族等の教育

神科医1名、神経小児科医5名、脳神経外科医5名

・社会啓発活動

で、うちてんかん学会専門医は5名である。コメ

・てんかんの臨床研究

ディカルは院内認定てんかん専門看護師（総勢26

である。

名、うちてんかん病棟勤務10名）、脳波専門臨床

更に高度なてんかんセンターでは、SPECT・

検査技師5名、臨床心理士1名、てんかん病棟担当

PET、MEG、ワダテスト、頭蓋内脳波検査、難

保育士1名、ＯＴ・ＰＴでチーム医療を行ってい

度の高い外科治療、ケトン食などの非薬物治療も

る。

行われる。

新患数は、2011-2013年の年間平均511人で、紹

てんかんセンターに必要な人材は、てんかん専

介施設は県内245施設、県外209施設40都道府県か

門医もしく同等の医師（神経内科、小児神経、脳

ら紹介がある。また視床下部過誤腫センターを併

外科、精神科等）、てんかんに熟達した看護師、

設しているために、海外からも患者が紹介されて

脳波検査技師、薬剤師、さらに、精神科的ケアへ

いる。

のアクセス、神経心理士、ソーシャワーカー、リ

現在の新たな取り組みとして、てんかん診断、

ハビリテーションスタッフ、栄養士、教育や福祉

薬物治療や外科治療で発作コントロールが良好な

の専門職への適切なアクセスを同施設内あるいは

患者を紹介元に逆紹介することを推進しており、

連携施設内にもつことが望まれる。

双方向性のてんかん診療ネットワークの再構築が

今回調査した20のてんかんセンターは、これら

できつつある。ネットワーク構築には一般市民に

のてんかんセンターに求められる基本要件を満た

対する市民てんかん講座と同じような医師向けの

しており、また実際全国の３次てんかん診療の主

広報活動が必要と思われたため、医師会との連携

要な部分を担っていることが明らかとなった。今

により各地でてんかんの講演会を開催して、てん

後、これらの3次てんかん診療施設が、患者会そ

かん診療の基本について啓発活動を行い、学校医

の他のてんかん医療を支援する組織および行政等

や産業医向けの講演会も行っている。

と緊密な連携を図りながら、全国的なてんかん医
療の質の向上を達成するために連携して活動する
ことが期待される。
B）大学てんかん専門施設（東北大てんかん科）
のてんかん診療とてんかん教育の現状（中里）

(7)日本精神神経学会における精神科専門医研
修プログラムの改訂に関する検討（松浦）
我が国のてんかん診療においては、精神科医が
歴史的に重要な役割を果たしてきた。
実際2013年の時点で、精神科医は日本てんかん

東北大学てんかん科は、スタッフ４名、脳波技

学会会員の20.2％、てんかん専門医の18.2％を占

師7名、ビデオ脳波4床で、外来新患は大学病院で

めており、成人を対象とする診療科に限ると、精

神科医はてんかん専門医の41.0％を占める。また

の現状調査、７）精神科専門医のてんかん教育プ

てんかん診療ネットワークの登録医も、精神科医

ログラムへの提言等が行われた。また、初年度に

が18％を占め、発達障害や精神症状を合併する例

作成されたてんかん診療ネットワークの活用、研

の診療や、てんかん患者の社会資源活用への協力

究班としてのわが国の実情に即したてんかんの地

に積極的な意向を示している。

域診療連携モデルの提言をおこなった。

しかし一方、精神科医を対象とした意識調査で
は、精神科施設長のてんかん診療に対する意識及
び意欲は低く、精神科専門医がてんかん診療に一

E. 健康危険情報
なし

定の関わりをもつとする現状とは乖離があり、精
神科医の中でてんかん診療への関わりについて意

F. 研究発表

識に差があるのが現状である。

1．論文発表

精神科医は、一般に患者の精神・心理症状への

１）井上有史：てんかん診療の最新状況。Asahi

対応や社会資源の効果的な利用などを得意とし、

Medical 2013;496(3):20-21

実際、精神科専門医の研修ガイドラインにおいて

２）亀山茂樹：てんかんの診断と連携—プライマ

も、生活指導、社会生活技能訓練、心理教育、各

リ・ケア医に求められるてんかん診療—．各論「ど

種制度利用に関する公式文書作成の知識などが要

のような場合にてんかん専門医あるいはてんかん

求されている。

セ ン タ ー に 紹 介 す べ き か ？ 」 治 療

しかしまた、現在の精神科専門医の研修ガイド

94(10):1723-1726, 2012

ラインでは、
脳波検査の判読、
抗てんかん薬治療、

３）Kobayashi K, Endoh F, Ogino T, Oka M,

てんかん重積状態患者への対応、てんかん外科適

Morooka

応の判断など、てんかん診療に関する高度な診療

Questionnaire-based assessment of behavioral

技術も求められており、この点については、多く

problems in Japanese children with epilepsy.

の精神科医にとってやや負担が大きいと思われる。

Epilepsy Behav 27 (2) 238-242, 2013

そこで、精神科専門医の研修ガイドラインを見

T,

Yoshinaga

H,

Ohtsuka

Y:

４）松浦雅人：てんかんと自動車の運転免許．日

直し、発達障害や精神症状の対応、心因性非てん

精病誌 32: 22-30, 2013.

かん性発作（PNES）の鑑別と治療、社会資源の

５）松浦雅人：てんかんと運転免許及び諸問題に

有効活用など、てんかん診療における精神科専門

ついて．東京都医師会雑誌 66: 31-37, 2013

医の役割を明確化した改定案を提言した。

18. 松浦雅人：てんかんと運転．Brain Nerve 65:

日本精神神経学会精神科専門医制度研修手帳検

67-76, 2013
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2013.
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て〜わが国のてんかん医療の現状〜、第１回多摩
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2. 実用新案登録
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