手術で治るてんかん
ＭＲＩ、ＰＥＴ、脳磁図（ＭＥＧ）など様々

細胞）の病態の解明に取り組んできま

んかん性 脳 症では、くり返 すてんかん

な診 断 技 術の進 歩により、これまでわ

した。

発作により脳機能障害が進行し深刻な

からなかったてんかんの原因となる病変

その結果、乳幼児のてんかん性脳症

が確認できるようになり、その確実性と

といわれる激しい脳波異常を示す難治

乳幼児期の手術を安全に行うことは必ず

4

安全性が一気に進みました。NCNPて

てんかんでは、大 脳 皮 質だけでなく深

しも容易でありませんが、NCNPてんか

部の大 脳 基 底 核 周 辺にも異 形 成 性 神

んセンターでは、発達障害や行動障害

断機器をほぼすべて備えた、世界でも

経細胞があること、また神経細胞の活

を最小限に抑えることを目指し、看護部

有 数のてんかん専 門 治 療 施 設であり、

動を支える介在ニューロンの分布や、星

を中心に小児神経科と脳神経外科のス

ここ15年 間で700例 以 上の手 術を行っ

状 膠 細 胞などグリア細 胞の受 容 体にも

タッフが連携して、乳幼児期からの積極

ています。

変化があることがわかってきました。

的なてんかん外科治療を行っています。

このような成果を踏まえ、当センター

また早期手術の有効性について積極的

ではてんかんの完治を目指したより積極

に論 文 発 表を行うことで、手 術で治 療

的な乳幼児てんかんの外科治療に取り

可能なてんかんの早期発見と早期治療

な電気発射によって起こります。NCNP

組んでいます。

の重要性を全国に発信しています。

●図1：最新の診断技術
（PET、発作時SPECT、脳磁図）
によるてんかんの原因病変
（皮質異形成）
の発見と
切除外科手術。

●図２：NCNPてんかんセンターの最近15年間の手
術症例の年令分布
（総数727例）
。1才未満の乳児
の手術が最も多くなっている。

●図3：早期手術
（片側巨脳症に対する半球離断
術）
による発達予後の差。手術前の発作がある
時期が短いほど、術後の発達が良い。

症例数
（例）
60.0

脳外科手術で小児てんかんを治す

NCNPてんかんセンター

（病院 脳神経外科・小児神経科・精神科・放射線科・臨
床検査科・看護部3南/4南病棟、神経研究所 疾病研
究第二部、精神保健研究所 知的障害研究部、IBIC R ）
▶担当組織の特色
NCNPてんかんセンターでは、病院の各診療部門が連携
し、乳幼児から成人まで幅広い年令層の患者さんを対象に、
てんかんの原因の早期発見と早期治療に力を注いでいま

全国に100万人いるといわれるてんかん患者のうち、その3分の
２の方は適切な抗てんかん薬の服薬で発作が止まるといわれてい
ます。しかし、発作が止まらない難治てんかんは、小児では発達
と学習の障害、成人では就労と生活の自立など、生活の質
（QOL）
の低下が大きな問題となります。NCNPてんかんセンターでは、
高磁場ＭＲ
Ｉ、ＰＥＴ、発作時ＳＰＥＣＴ、脳磁図
（ＭＥＧ）
などの先端診断
技術を駆使して、てんかんの原因を早期に発見し、外科手術を含

す。また研究所では、外科標本を用いたてんかんの原因の

めた適切な治療を行うことで、てんかんによる脳障害の発生を未

解明や小児の発達への影響について研究しています。

然に防ぎ、患者さんのQOLを高めることを目指しています。
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National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

1999〜2015.03.
（総数727例）
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r ＝−0.884
p＝0.007

60
40
20

20.0

最新の脳画像検査により、
てんかんの原因となる病変の発見が可能に。
中でも、小児てんかんの早期発見と早期治療に尽力。
◆成 果 ◆

NCNP てんかん手術症例の年齢分布

術後の発達指数

Neurosurgery
脳神経外科

発達障害をきたすことがわかっています。

んかんセンターは、これらの最 新の診

てんかんは、脳の神経細胞での異常

研究と医療 最前線

早期手術で発達障害を予防
乳幼児期の激しい脳波異常を伴うて

外科標本によるてんかんの解明

Research & Medical Front

科手術標本を用いて、てんかんの原因
となる異常な神経細胞（異形成性神経

現在、てんかんの外科治療は、脳波、

検査データをもとに、手術の前と後には
患者さんに丁寧な説明を行っている

てんかんセンターでは、摘 出された外

0
0.0
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40.0

60.0
年齢（才）

0
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4
6
手術までの期間

8
（月）
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３南病棟の医師・看護師スタッフ

6年後（中長期計画）の目標
手術で治る小児てんかんの早期発見と早期治療を全国で実現する。
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