
てんかん 

 

てんかん～疾患編～ 

 

てんかんは大脳の神経細胞が過剰に興奮することにより痙攣などのてんかん発作を繰り返す

慢性の中枢神経疾患です。 

神経疾患の中では最も頻度が高い疾患の一つとされ、

約100人に1人が罹患していると言われています。 

このコンテンツではてんかんの病態や診断を中心に 

【てんかんの疫学】 

【てんかん発作】 

【てんかんの診断と検査】 

の内容について見ていきます。 

 

 

てんかんの疫学 

てんかんについて見ていきます。 

 

てんかんの統計 

てんかんの有症率は、若年者で1000人に5人、高齢者では100人に1人とされ、日本全体で

は60万～100万人と言われています。 

厚生労働省の『患者調査』によると患者数は急激な増減は見せていませんが、この調査では

最も主要な病名を調査しています。 
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そのため、てんかんではなく他の主病傷となっている可能性もあるので、実際の患者数はこ

れよりも多いと言われています。 

てんかんは子供から大人まで発症しますが3歳以下での発症が最も多く、80%は18歳以前

に発症すると言われています。 

 

しかし、近年人口の高齢化に伴い高齢者の脳血管障害などによる発症が増えてきています。 

 

てんかんの仕組み 

てんかんとは慢性の脳の疾患です。 

大脳の神経細胞に突然発生する激しい電気的な興奮に由来

する反復性(少なくとも2回以上の発作)てんかん発作を特徴

とし、それに様々な臨床症状および検査の異常を伴いま

す。 

脳を構成する神経細胞は、脳全体では約2000億個も存在し

ています。 

これらの神経細胞は軸索と樹状突起を介して互いにつなが

りあい、微弱な電気信号で情報をやり取りする神経ネット

ワークを形成しています。 

中でも大脳は脳全体の重さの約80%を占め、巨大で複雑な

神経ネットワークを駆使して人間の知覚・随意運動・思

考・推理などの高次機能を司り、人間が生きていく上で必要な事項の司令塔となっていま

す。 

 

神経細胞 



 

大脳では神経細胞ニューロンが電気的に規則正しくバランスを保ちながら活動しています。 

正常な神経細胞は、他の神経細胞からの抑制性シグナルと興奮性シグナルによってそのバラ

ンスが取られています。 

このバランスが乱れ、抑制性シグナルが減弱したり興奮性シグナルが過剰になったりすると

神経細胞に過剰な電気的興奮が起こります。 

このとき出現する異常脳波をてんかん発射といい、てんかん発射が起こる部位を焦点と言い

ます。 

そして焦点での過剰な電気的興奮が周囲の神経細胞に広がると発作性の症状を起こします。 

焦点の場所によって 意識障害・運動障害・自律神経障害 などの様々な発作性の臨床症状が

みられ、この症状をてんかん発作と言います。 

 

てんかんの種類 

てんかんは 

脳の特定部位のみでてんかん発射が出現するものを部分てんかん 

大脳全体にてんかん発射が出現するものを全般てんかん 

と、それぞれ言います。 

また、どちらにも分類できないものを分類不能(未決定てんかん)ということもあります。 



そして、てんかんの発症原因は様々で原因により特発性てんかんと症候性てんかんに分けら

れます。 

 

特発性てんかん 

特発性てんかんは様々な検査をしても異常が見つからない原因不明のてんかんで、生まれ

た時からてんかんになりやすい傾向を持っていると考えられています。 

てんかんの多くは遺伝しないと考えられていますが、特発性てんかんの一部において発症

に遺伝子が関係していたり発作の起こりやすさを受け継いだりすることが明らかになって

います。 

 

症候性てんかん 

症候性てんかんは、脳に何らかの障害が起きたり脳の一部に傷がついたりすることで起こ

るてんかんです 

原因としては、 

 

生まれつきのもの 

脳の奇形・周産期異常 

 

事故などの後遺症 

頭部外傷・脳炎・髄膜炎・脳血管障害 

脳腫瘍・アルツハイマー病 など 

があります。 

 

現代の医学ではまだ原因がはっきりとしない特発性てんかんが全体の約6割を占めていま

す。 

生まれつきのもの 

事故などの後遺症 



てんかん原因の組み合わせ  

てんかんの原因の組合せによって下の表のように 

特発性部分てんかん 特発性全般てんかん 症候性部分てんかん 症候性全般てんかん 

の4つに分類されます。 

 

特発性部分てんかん ＜ 特発性全般てんかん ＜ 症候性部分てんかん ＜ 症候性全般てんかん 

の順に治りにくくなります。 

 

てんかんと年齢 

高齢者に発症するてんかんは、大部分が脳血管障害や脳腫瘍などが原因で起こる、また大脳

の特定部位のみでてんかん発射が出現する症候性部分てんかんです。 

症候性部分てんかんの中でも側頭葉てんかんが約7割と最も多く、次いで前頭葉てんかんが

約1割と考えられています。 



一方小児に発症するてんかんには色々な種類症状が見られ、経過が良く成長とともに治って

いく展開が何時になると予測されるてんかんなど様々です。 

乳幼児期には脳の奇形周産期異常などが原因で起こる症候性てんかんの頻度が高いと考えら

れていますが、先進国では医療の進歩により減少傾向が見られます。 

ただし、小児てんかん全体では原因不明の特発性てんかんが多いとされています。 

また症候性全般てんかんのウエスト症候群とレノックスガストー症候群は小児に起こる難治

性てんかんとして知られています。 

 

ウエスト症候群 

ウエスト症候群(点頭てんかん)は生後3～11ヶ月の乳児に好発します。 

原因は大脳の奇形や出生時の下肢などによる脳機能障害であると推測されています。 

頭をカクンとさせるような前屈、上下肢をビクンと振り上げるような動作など両側対称性

の四肢・体幹の痙攣発作を数秒間隔で繰り返します。 

精神運動発達遅滞をきたし、首のすわりがなくなったり 

お座りができなくなったりするなど 

発達が退行することによって気づかれることもあります。 

発作間欠期にヒプスアリスミアという特徴的な脳波所見が見られる

ことが多いとされています。 

 

レノックスガストー症候群 

レノックスガストー症候群は1～8歳の幼児に好発します。 

ウエスト症候群の約半数がレノックスガストー症候群に移行すると言われています。 

多彩なてんかん発作と精神運動発達遅滞を伴う発作間欠期にゆっくりとした全般性棘徐波

複合を示します。 

 

てんかんの合併症 

てんかん患者に特有の合併症について見ていきます。 

てんかん患者に特有の合併症は次の3つに分けられます。 

 

脳機能障害 

てんかんの原因である脳機能障害による症状です。 

障害の部位により運動障害や言語障害などの症状が見られることがあります。 

また特に症候性てんかんでは知的障害を認めることがあります。 

一方特発性てんかんでは一般的に知的障害は認められません。 

 

ヒプスアリスミアとは 

棘波や高振幅徐波があちこ

ちに無秩序に出現する高度

の律動異常のことです 



精神症状 

ホストに直接関係した精神症状として、発作前におこりっぽくなるなどの症状や発作の症

状として精神症状が現れることがあります。 

さらに発作の不安感や興奮状態などが見られることもあります。 

 

二次的な症状 

てんかんであることによる2次的な症状です。 

多くの患者は倫理的な負担あるいは社会生活で問題を抱えており、それらに基づく 

不安・絶望・消極・孤立・民間防衛・不幸せ感 など 

からうつ病などの精神的な問題を引き起こす可能性があります。 

 

 

てんかん発作 

てんかん発作ではひきつけや痙攣だけでなく 

●ボーッとする 

●体がピクッとする 

●意識を失ったまま動き回ったりする など 

多彩な症状が見られます。 



問診による症状や脳波などからてんかんの発作型は分類され、これは治療薬の選択において

重要になります。 

発作の種類は多彩ですが、個々の患者は通常同じ形のてんかん発作を繰り返します。 

てんかん発作は、まずてんかん発射の出現部位により部分発作と全般発作に分類されます。 

 

部分発作 

部分発作は大脳の特定部位のみが過剰放電して始まる発作で、全般発作は両側の大脳半球が

同時に過剰放電して始まる発作です。 

部分発作はさらに意識障害のない単純部分発作と意識障害を伴う複雑部分発作に分類されま

す。 

また、単純部分発作や複雑部分発作から始まり強直(きょうちょく)間代(かんたい)発作に進

展するものを二次性全般化発作と言います。 

 

単純部分発作 

単純部分発作は全世代で見られ、次の図の様に焦点部位に応じて様々な症状が現れます。 

また脳の右半分に焦点があれば発作症状は主に左半身に現れ、左半分に焦点があれば発作

症状は主に右半身に現れます。 

 

 



複雑部分発作 

複雑部分発作では、 

●口をもぐもぐさせる 

●ボタンや衣類をいじる 

●ふらふらと徘徊する など 

普段からしている動作を意識がないまま行う自動症という発作が現れることがあります。 

学童期以降で好発すると言われており、高齢者のてんかんではこの発作型が多いという特

徴があります。 

 

全般発作 

全般発作はさらに欠神発作・ミオクロニー発作・脱力発作・強直間代発作などに分類されま

す。 

全般発作では多くの場合発作中の意識はありません。 

 

欠神発作 

欠神発作は突然5～15秒間意識がなくなり活動を中断しますがすぐに元の状態に戻り活動

を再開します。 

そのため発作に気づかれないこともあります。 

また過呼吸で誘発されやすく、特に女児に好発すると言われていますが、成長と共に軽快

します。 

欠神発作をきたすてんかんとして小児欠神てんかん・若年欠神てんかんなどがあります。 

 

ミオクロニー発作 

ミオクロニー発作は、体の一部または全身に突然ビクッと瞬間的な筋収縮が起こります。 

光刺激で誘発されることが多く、新生児から小児期に好発すると言われています。 

ミオクロニー発作をきたすてんかんとしてドラベ症候群・若年性ミオクロニーてんかん・

レノックスガストー症候群・ミオクロニー欠神てんかんなどがあります。 

 

脱力発作 

脱力発作は、突然瞬間的に全身や一部の筋肉が脱力し膝が折れたり首がガクッと前に倒れ

たりします。 

幼児期に好発すると言われています。 

転倒しやすく、また顔面や頭部の外傷を起こしやすい危険な発作です。 

脱力発作をきたすてんかんとしてレノックスガストー症候群などがあります。 

 



強直間代発作 

強直間代発作は全世代で見られる最もよく知られているてんかん発作で、全般発作の6割

がこの発作です。 

最初に突然意識がなくなり歯を食いしばって一時的に呼吸が止まり、手足を伸ばしたまま

全身が硬直する強直発作を起こします。 

弓形の姿勢になることも多く、 

後
こう

弓
きゅう

反張
はんちょう

・眼球上転・瞳孔散大・呼吸停止によるチアノーゼ など 

の症状が出ることもあります。 

その後、収縮と弛緩を繰り返して足がガタガタ震える間代発作を押します。 

失禁・泡状の唾液なども現れ、発作後睡眠又はもうろう状態になることが多いです。 

強直間代発作をきたすてんかんとしてレノックスガストー症候群などがあります。 

 

てんかん重積状態 

てんかんは通常10分間で自然に消退します。 

しかし発作が異常に長引いたり一旦発作が終わっても意識が戻らないうちにまた繰り返した

りする場合はてんかん重積状態といいます。 

最近の考え方では後から10分間以上発作が続く場合はてんかん重積状態と判断し、治療を

開始するようになりました。 

痙攣発作が30分以上持続すると後遺障害の危険性があるとされています。 

高齢者でてんかんが初発する場合、約30%でてんかん重積状態をきたすとされています。 

てんかん重積状態は重篤な病態であり、全体の死亡率が3%に対し高齢者では22%と非常に

高確率になるとされています。 

 

 

 てんかんの診断と検診 

てんかんの診断検査について見ていきます。 

てんかんの診断は 

 

ステップ1 ： てんかんか否かの診断 

       ↓ 

ステップ2 ： てんかんの発作型の診断 

       ↓ 

ステップ3 ： てんかん症候群の診断 

の順に3つのステップで進めていきます。 



 

第1ステップ 

第1ステップで行う『てんかんか否かの診断』では、まず発作が起こった状況や発作の様子

などについての細かい問診と身体的診察が行われます。 

その後、確定鑑別診断のための検査として 

●脳波検査 

●頭部 MRI または CT 検査 など 

が行われます。 

必要に応じてビデオ脳波同時記録などが実施され、てんかんの確定診断が行われます。 

 

問診 

問診では、てんかんの診断において最も重要な発作の状況を詳しく聞き取ります。 

しかし多くの患者は発作が始まると意識障害を伴うことが多く、自分で発作の状況を説明

することができません。 

また医師が発作を目撃することは極めて稀です。 

そのためホストの状況を知る家族や学校の先生、職場の人などの目撃者と一緒に診察を受

け、医師に正確に伝えることが大切です。 

その他の問診内容として 

●頭部外傷・熱性痙攣・精神疾患などの既往歴 

●脳の形成障害・脳出血・認知症などの併存疾患 

●家族歴 

●血圧などの身体的状態 など 

を聞き取ります 。 

 

発作の記録 

発作の様子をスマートフォンなどで録画しておくことも診断に役立ちます。 

てんかん発作の記録のポイントとしては、 

●発作が起きた時間と状況 

●誘因になるものはなかったかどうか 

●意識障害の有無 

●痙攣の有無とその状況 

●発作の継続時間 

●体の変化 

●発作後の様子 

●怪我の有無 など 

があります。 



痙攣(けいれん) 

痙攣とは自分の意思とは無関係に勝手に筋肉が強く収縮することです。 

痙攣はてんかん以外にも 

発熱・感染症・低血糖・電解質異常・薬物・腫瘍や外傷などの頭蓋内病変など 

によって引き起こされる症状の一つです。 

てんかん発作以外の痙攣(非てんかん性けいれん)は、てんかん発作とは治療法が異なる

ため区別する必要があります。 

てんかん発作は通常同じ形の発作を繰り返すことと、脳波にてんかん波が見られるとい

う特徴があります。 

ただ、非てんかん性痙攣の中には同じ症状を繰り返す場合があるため、痙攣を起こす状

況や脳波などから総合的に判断します。 

 

脳波検査 

続いて脳波検査についてです。 

てんかんは脳の神経細胞の過剰な電気的興奮によって起きるため、

これを脳波検査で記録することができます。 

脳波検査はてんかんの診断のみではなく、てんかんの発作型の判定

にも役立ちます。 

部分発作の間欠期には病巣部位に局在性棘波律動などが見られま

す。 

全般発作においては 

●欠神発作では3ヘルツ棘徐波複合 

●ミオクロニー発作では多棘徐波複合 

●脱力発作では全般性不規則棘徐波複合 

●強直間代発作では全般性棘徐波複合 

(強直発作時は広汎性漸増律動・間代発作時は全般性棘徐波複合)  

など、以下の図の様な多彩な異常脳波が発作的に見られます。 



 

頭部MRI・CT検査 

頭部 MRIと CT 検査についてです。 

特に部分てんかんが疑われる場合には、焦点がどの部分にあり、そこがどのような状態に

なっているかなどを調べることができるため頭部 MRI 検査が有用です。 

しかし特発性てんかんでは器質的異常の頻度が極めて低いため、必ずしも必要ではないと

されています。 

 MRI 検査によって確認できるてんかんの原因となり得る病変には 

脳梗塞・脳出血・脳腫瘍・脳挫傷・海馬硬化・皮質形成異常 など 

があります。 

 

血液・尿検査 

血液検査や尿検査はてんかんの診断に欠かせない検査です。 

てんかん発作は様々な原因で起こるため原因検索のために行います。 

血液や尿の検査などでわかる原因には、 

●感染症 

●代謝障害 

●血管障害 

●薬剤 など 

が挙げられます。 

また、てんかんの薬物治療は長期間にわたり薬を飲み続ける必要があるため、服用する前

に体の状態を調べる必要があります。 

 

長時間ビデオ脳波モニタリング検査 

長時間ビデオ脳波モニタリング検査は昼夜を通し24時間、通常数日に渡りビデオと脳波を

同時記録する検査です。 

記録ビデオおよび脳波を解析することで 

●てんかん発作 

●てんかん発作の鑑別 

●てんかん発作の場合、部分発作と全般発作の鑑別 

●部分発作の場合、発作焦点の局在診断 

を行うことができます。 

長時間の記録により、臨床症状を伴わない発作や通常脳波検査では得られなかった発作間

欠時の異常が記録できる場合もあります。 

 



第2ステップ 

第１ステップの問診及び脳波検査を中心とした検査によっててんかんと診断された場合は、

これらの問診や検査結果をもとに第2ステップとして部分発作全般発作と言ったてんかんの

発作型の診断を行います。 

 

第3ステップ 

さらに第3ステップとして、てんかん症候群の診断を行います。 

(レノックスガストー症候群・ウエスト症候群・ミオクロニーてんかん etc) 

 

てんかんと識別すべき疾患  

てんかんと鑑別すべき疾患について見ていきます。 

 

小児 

小児において、てんかんと鑑別されるべき疾患には 

●熱性痙攣 

●憤怒けいれん 

●軽症胃腸炎関連けいれん 

●睡眠時ひきつけ 

●睡眠時ミオクローヌス   など 

があります。
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これらの病態を示唆する状況がないかどうかを確認します。 

特に発作前後の状況を十分に聴取し、小児の場合は 

●発熱 

●啼泣 

●下痢の有無 

●睡眠覚醒リズム 

●空腹時かどうかなど 

を確認します。 

 

成人 

成人において、てんかんと鑑別されるべき疾患には 

●失神 ●心因性非てんかん発作 

●過呼吸 ●パニック障害 

●脳卒中 ●一過性脳虚血発作 

などがあります。 

 

 

あとがき 

てんかんは高齢者ですと100人に1人と、とても多い割合で患う身近な病気です。 

しかし、【てんかん発作＝ひきつけ(全身けいれん)】といった間違った認識が浸透している

ことも事実です。 

実際は脳の異常部位によってさまざまな症状があり、発作と気付かれにくいものもありま

す。 

医師や薬剤師としっかりと連携することで発作のタイプにもよりますが、ある程度抑えるこ

とができます。 

本人や周りの人が正しい知識を持つことで、安心して日常生活を送れるようになります。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたら

ご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 


