
医療機関連絡先

緊急時・夜間連絡先

てんかんに関してもっと知りたい方へ

てんかんと
向き合うために

てんかんのある方を支える団体：日本てんかん協会（別名：波の会）
すべての都道府県に支部があり、学習会や交流会、社会サービス
や相談窓口の紹介など、さまざまな支援活動を行っています。
どなたでも入会でき、てんかんに関して、多岐にわたる情報や相談
を受けることができます。
相談専用ダイヤル：03-3232-3811（平日の月・水・金 13：15～17：00）
日本てんかん協会：http://www.jea-net.jp/

専門医・専門病院について：日本てんかん学会
学会が認めた“てんかん専門医”や“てんかん外科施行施設”のリスト
を公開しています。
日本てんかん学会：http://square.umin.ac.jp/jes/

てんかんについて
各病院のホームページなどを通じて情報を得ることもできます。
静岡てんかん・神経医療センターにはてんかん情報センターが
あり、インターネットを通じててんかんに関する情報発信を行って
います。
てんかん情報センター：http://epilepsy-info.jp/
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はじめに

〈目　次〉

てんかんとは
「てんかんは “てんかん発作”をくり返し起こす脳の病気」
脳は、さまざまな情報を取り入れ、判断したり、運動の命令を下す役割を
しています。ふだんは、脳の必要な部分にだけスイッチが入り、活動の
もとになる情報を伝えています。
しかし、何らかのきっかけで起こる神経細胞の過剰な興奮が、必要な情報
の伝達をさまたげたり、不必要な情報を伝えたりすると、さまざまな症状
があらわれます。
これを“てんかん発作”と呼びます。

てんかんとは、こうしたてんかん発作
を起こしやすい状態にあり、発作等
によって日常生活などにさまざまな
影響をおよぼす脳の病気なのです。

てんかんと聞いた時、いつ起こるかわからない発作や将来のことな
ど、さまざまなことを不安に感じたかもしれません。しかし、てんか
んは100人に1人がかかるといわれており、めずらしい病気ではあ
りません。正しい診断と適切な治療を受ければ、多くの場合に発作
を抑えることができます。そのためには、てんかんについて正しい
知識を身につけることが大切です。
この冊子では、発作への対応や日常生活で気をつけることを中心に
ご紹介します。てんかん患者さんの日常生活の質を高める一助と
なることを願っています。

はじめに 1

災害対策 17

発作について
発作への対応と介助について
発作がおさまらない時の対処
発作への対処のポイント
救急車を呼ぶのはどんなとき？
日常生活の注意点

2
3
4
8
9

治療について
お薬による治療について
てんかんのお薬を飲むときの注意点
手術による治療について

10
12
16



1

はじめに

〈目　次〉

てんかんとは
「てんかんは “てんかん発作”をくり返し起こす脳の病気」
脳は、さまざまな情報を取り入れ、判断したり、運動の命令を下す役割を
しています。ふだんは、脳の必要な部分にだけスイッチが入り、活動の
もとになる情報を伝えています。
しかし、何らかのきっかけで起こる神経細胞の過剰な興奮が、必要な情報
の伝達をさまたげたり、不必要な情報を伝えたりすると、さまざまな症状
があらわれます。
これを“てんかん発作”と呼びます。

てんかんとは、こうしたてんかん発作
を起こしやすい状態にあり、発作等
によって日常生活などにさまざまな
影響をおよぼす脳の病気なのです。

てんかんと聞いた時、いつ起こるかわからない発作や将来のことな
ど、さまざまなことを不安に感じたかもしれません。しかし、てんか
んは100人に1人がかかるといわれており、めずらしい病気ではあ
りません。正しい診断と適切な治療を受ければ、多くの場合に発作
を抑えることができます。そのためには、てんかんについて正しい
知識を身につけることが大切です。
この冊子では、発作への対応や日常生活で気をつけることを中心に
ご紹介します。てんかん患者さんの日常生活の質を高める一助と
なることを願っています。

はじめに 1

災害対策 17

発作について
発作への対応と介助について
発作がおさまらない時の対処
発作への対処のポイント
救急車を呼ぶのはどんなとき？
日常生活の注意点

2
3
4
8
9

治療について
お薬による治療について
てんかんのお薬を飲むときの注意点
手術による治療について

10
12
16



2 3

ピッ

発作について 発作について

発作への対応と介助について 発作がおさまらない時の対処

発作の介助の3ポイント

落ち着く

発作が長い時間続く
短い時間にいつもよりも多くの発作があらわれる

まわりの人たちにも、以上のことを伝えておきましょう

発作の種類と対応
「発作のタイプはさまざま」

落ち着いて、状況をよく観察し、本人がケガをしないように注意
しましょう。

事前に確認しておくこと

「発作時の対処をあらかじめ主治医と確認しておきましょう」

ご家族や学校の先生など、医療スタッフ以外でも使用することができる
お薬もあるので、発作時の対処について、下記のポイントを事前に主治医
と確認しておきましょう。

危険があれば取り除く
発作は無理に押さえつけようとしても止まりません。
危険がなければ行動の制限をしないようにしましょう。

見守る
発作の一部始終を注意深く見守りましょう。
どのように発作が始まったか、どれくらい続いたかなどの情報は、
診察を受けるときに役立ちます。可能であればスマートフォン
などで動画を撮りましょう。

てんかん発作には、さまざまな種類があります。
多くの発作は1回あたりの時間は短く、数秒～数分以内に終わります。
安全で正しい対処法・介助法を日ごろから確認しておきましょう。

下記のような場合には、すぐに効果があらわれる坐剤による緊急治療が
必要になる場合があります。

ざざい

発作の様子を
携帯電話やデジタルカメラなどで

撮影しておくことも、
診断の助けになります

普段はどんな発作が起こるのか
どのようなときに救急車を呼ぶか（詳しくは8頁をご覧ください）
緊急治療に使うお薬について（使うタイミング、量、使い方など）
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発作について 発作について

発作への対処のポイント

対応のポイント

意識のある発作
（単純部分発作、ミオクロニー発作など）

もうろう状態への対応

上腹部に不快感を感じたり、不安感を
感じたり、からだの一部分がひきつっ
たり、全身がピクピクしたりします。

発作が終わってもすぐには意識がもど
らず、もうろうとした状態がしばらく
続くことがあります。
その間は、立ち上がったり、動き回ろ
うとして、転んでケガをする可能性が
あります。また、無理に押さえつけよう
とすると、人を傷つけることもあり、
注意が必要です。

本人に発作の自覚があるので、話を聞いて不安な気持ちを
落ち着かせ、リラックスできるようにしましょう

対応のポイント
無理に行動を制限するとかえって激しく抵抗されることが
あるため、少し距離をおいて見守ってください
危険なものは遠ざけ、転落や事故の可能性がある場合には
さりげなく歩く方向を変えましょう
無理に押さえつけたりせず、行動を観察しながら、名前を
呼ぶなどの声かけを行い、意識が戻るのをときどき確認
しましょう

対応のポイント

意識のはっきりしない発作
（欠神発作、複雑部分発作など）

欠神発作
けっしん

複雑部分発作や欠神発作などでは、
口をもぐもぐさせる、ペチャペチャ
ならす、手をモゾモゾとさせるなどの
動きがみられることがあります(自動
症)。

じどう

しょう

数秒から数十秒、意識を失う発作です。
動きが止まりぼんやりしますが、すぐ
に元の動作に戻れます。

倒れそうなときは支えて座らせます
注意深く観察し、意識が回復するのを待ちましょう

あついもの、コップなどは遠ざけておきましょう

大丈夫、大丈夫
いつもの発作だね
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ガク
ガク

ガク

口のなかに、箸、タオル、指などを
絶対に入れないでください

発作について 発作について

転倒によるケガを予防するために
発作時の転倒によるケガに備えて、発作に合わせた
対策を考えましょう。とくに、突然倒れる発作の
場合には、一人での行動をなるべく少なくしま
しょう。
また、発作によるケガは、同じ部分である場合が
多いため、それぞれの発作に合わせた保護帽や
サポーターなどを使用するのもひとつです。

対応のポイント
えいり

室内に、鋭利なものやストーブ・熱湯など危険なものを置
かないようにしましょう
床には畳やカーペットなどをしき、テーブルなどの角には
クッション性のあるガードをつけておくとよいでしょう

対応のポイント

意識のないけいれん
（強直間代発作、前頭葉てんかんによる複雑部分発作など）

強直間代発作（大発作）
きょうちょくかんたい

眠っているときに激しくからだをバタバタさせる発作がみられる場合は、
ベッドからの転落や家具などでケガをしないよう、工夫しておきましょう。

りつどうてき
突然意識を失って、全身に力が入り突っ張った状態になります(強直)。 
続いて、からだが律動的にガクンガクンとけいれんします(間代)。

窒息したり、歯が折れたりする危険があります。指も噛まれる危険がある
ので入れてはいけません。
食事中に発作が起こった場合も無理に口の中の食べ物を取り除かず、頭を
横に向けて、力が抜け自然に吐き出されるまで待ちます。

周囲に危険なものがあれば遠ざけましょう
きつい衣服はゆるめ、メガネは外しましょう
けいれんが強い時は、頭を守るために、頭の下に薄い
クッションなどをしきましょう
力が抜けて、呼吸が回復してきたら、あごを軽く上げ、顔を
横に向けます

危険なものを
遠ざけましょう

頭を
薄いクッションなどで
保護しましょう

周囲に危険なものを置かずに、
床に布団をしいて寝ましょう

！
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MEMO

救急車を呼ぶ必要がある場合

いつもと違う発作が起こった場合

5～10分たっても発作が治まらない場合

発作により頭などを強く打った場合

発作が頻発して、意識が回復しないうちに
次の発作が起こる場合

「長時間続く発作は要注意！」
睡眠不足や疲れは、てんかん発作の誘因になります。 毎日決まった
時間に寝起きし、お薬を飲みましょう。

そのほか、救急車を呼ぶ必要がある場合を下にまとめます。

発作が持続して止まらない、あるいは意識が回復する前に次の
発作がくり返しあらわれる状態です。脳が障害を受け、運動まひ
などの脳機能障害が残ることもあります。
けいれんがなくても意識が戻らない状態が長く続く場合は、
てんかん重積の可能性があります。

通常のてんかん発作は、あらわれても 1～2 分以内に自然に止まり、発作
が起こるたびに脳に障害を受けることはありません。
しかし、長時間発作が続く場合は、脳に障害を残す可能性が高くなるため、
緊急治療によって発作を止める必要があります。
この状態を「てんかん重積＊」と呼びます。

じゅうせき

発作について 発作について

救急車を呼ぶのはどんなとき？ 日常生活の注意点

＊てんかん重積とは

「規則正しい生活を送りましょう」

なるべく発作時の対処方法をよく理解している方と一緒に外出しま
しょう。

体調が悪いときや発作があったときは、外出は中止しましょう。

階段やエスカレーターなど、転倒や落下すると危険な場所は避けま
しょう。

「外出は、安全を確保するようにしましょう」

浴室は整理整頓し、必要なものだけ置くようにしましょう。

クッションのあるセラピーマットをしいて、滑らないようにしま
しょう。

患者さんが一人で入浴する場合には、シャワー浴にする、浴槽の水を
少なくする、浴室にカギをかけない、などの工夫をしましょう。

介助する方は、ときどき声をかけ、入浴時間の長さや音に十分注意
してください。

「安心して入浴するために注意を払いましょう」
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治療について 治療について

お薬による治療について

自己判断でお薬をやめずに、
心配なことがあれば主治医や薬剤師に相談してみましょう。

お薬による治療とは
「治療の中心は、抗てんかん薬による薬物治療」
てんかん治療の中心は、“抗てんかん薬”と呼ばれるお薬を服用して、発作の
回数や症状をできるだけ抑える薬物治療です。
てんかんのお薬は、発作のタイプやてんかんの診断ごとに効き目が異なる
ものがたくさんあり、その中で、年齢や性別、発作への効果などから、一人
ひとりの状況に合わせたお薬を選択します。

「お薬の効き目が弱くなったかな？と思ったら」
てんかんのお薬による治療を続けているにも関わらず、発作が治まらない
場合には、下記のようなことを主治医と確認しましょう。

お薬をきちんと服用しても、発作が治まらない場合には、主治医がお薬の
量を調節したり、種類の変更、また、ほかのお薬との併用などを検討し、
さらなる調整を行い発作の消失を目指します。

お薬を飲み続けるのはなぜ？

飲み忘れないように、薬箱や
ピルケースを使う、薬包に日付
を入れるなどのひと工夫もおす
すめです。

お薬をきちんと飲めているか？
健康状態や生活環境に変化はないか？
年齢や体つきの変化によって発作のあらわれ方が変化していな
いか？
てんかんのお薬の効果を弱めるお薬を一緒に飲んでいないか？

など

副作用の心配や発作がないなどの理由から自己判断でお薬の
服用を中止してしまうと、お薬の効果が十分に発揮されない
ため、発作が起こりやすくなってしまうだけではなく、てんかん
重積が起こったり、自分にあったお薬を見つけることができ
なくなります。

からだの中のお薬の量が安定し、効果が十分に発揮され、発作
が治まります。

日付を
記入する

飲み続けた場合

お薬を飲み忘れたり、途中でやめてしまうと、からだの中のお薬
の量が安定せずに、発作が起こりやすくなってしまいます。

途中でやめてしまった場合

飲み続けた場合

効果が
あらわれる量

からだの中のお薬の量

発作

途中でやめてしまった場合

飲みはじめ

※長く飲み続けていると耐性（慣れ）が生じるお薬もあります。
たいせい
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ゼリー状の
オブラート

治療について 治療について

てんかんのお薬を飲むときの注意点

お薬を飲み忘れてしまいました。

「飲み忘れに気づいた時点ですぐに服用してください」
てんかんのお薬は、継続的に服用することが大切です。
発作がない場合でも、患者さんやご家族の判断でお薬を
減らしてしまったり、飲まずにいると、発作が起こる
おそれがあります。

Q お薬を服用後、嘔吐してしまいました。Q

粉薬が苦くて、飲むのをいやがってしまいます。

「錠剤を服用できる場合は錠剤に変更するのもひとつ」
錠剤の服用が難しい場合には、シロップなどを混ぜる
ことで苦味を軽減することができます。
主治医または薬剤師にご相談ください。
また、苦味をおさえる工夫をしたお薬も、水に溶かした
まま長時間放置すると、苦味が出てしまうことがありま
す。指示された飲み方を守りましょう。

Q

錠剤をかみ砕いてしまいます。大丈夫でしょうか？

「かみ砕いてはいけないお薬もあります」
お薬の中には、ゆっくり溶けるように工夫されている
ものなどがあります。
これらのお薬は、かみ砕くと効果に影響がでるおそれ
がありますので、主治医や薬剤師とよく相談してくだ
さい。

Q

お薬を服用中、食べてはいけないものはありますか？

「グレープフルーツジュースを飲むのを控えた方がよい場合があります」

Q

服用後30分以内に嘔吐してしまったとき
もう一度服用してください

服用してから30分以上経っているとき 
お薬のタイプごとに、下記のように
対応してください

嘔吐物の中にお薬が含まれているか確認してください
▶含まれている・・・もう一度同じお薬を服用してください
▶含まれていない・・・再度服用する必要はありません

慎重に経過を観察してください

〈錠剤の場合〉

30 分以上経っているときは、お薬はからだに取り込まれたと
考えられます。再度服用する必要はありません

〈粉薬や液薬の場合〉

お薬によっては、グレープフルーツの成分により血中濃度が上がってしま
い、お薬の効果が不安定になることがあります。
服用中のお薬と食べものの関係について、不安なときは主治医または薬剤
師にご相談ください。

けっちゅうのうど
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けいれ
ん用

解熱用

おくすり手帳

治療について 治療について

発熱時のけいれん（熱性けいれん）の場合
ジアゼパム坐剤と解熱薬坐剤はどちらを先に使いますか？

体調が悪いとき、ほかの医療機関にかかる際の注意点はありま
すか？

「ジアゼパム坐剤を先に使います」
まずジアゼパム坐剤を先に投与し、少なくとも30分以上間をあけてから、
解熱薬坐剤を投与してください。
解熱薬坐剤を先に投与するとジアゼパムの吸収が遅くなってしまいます。

一見、てんかんと関係のないように見えるからだの不調でも、てんかんと
関連した症状であったり、お薬の影響による場合もあります。
体調が悪いときは早めにかかりつけの病院を受診しましょう。

Q Q

予防接種を受けても大丈夫でしょうか？

「主治医に前もって相談してください」
予防接種には、さまざまな種類があり、てんかんのタイプ
や年齢によっては、予防接種をした方がよい場合と慎重
に受けた方がよい場合があります。
発作の悪化を避けるためにも、前もって主治医に予防
接種について相談してください。

Q

一時的な体調不良により、薬局でお薬を求めるとき
市販のお薬を同時に服用することで、てんかんのお薬の効果に影響
がでることがあります。また、市販のかぜ薬の中に含まれる眠くなる
成分により、発作が起きやすくなることもあります。
薬局でお薬を購入する際は、お薬手帳を提示して薬剤師に相談する
ようにしましょう。

てんかん以外の病気で病院を受診するとき
てんかんであることと、服用中のお薬について、正しく伝えてください。
とくに、1ヵ月以上、ほかのお薬を服用しなければならない場合には、
てんかんの主治医に紹介状を書いてもらって、お薬の飲み合わせに
間違いがないように調整してもらいましょう。



14 15

けいれ
ん用

解熱用

おくすり手帳

治療について 治療について

発熱時のけいれん（熱性けいれん）の場合
ジアゼパム坐剤と解熱薬坐剤はどちらを先に使いますか？

体調が悪いとき、ほかの医療機関にかかる際の注意点はありま
すか？

「ジアゼパム坐剤を先に使います」
まずジアゼパム坐剤を先に投与し、少なくとも30分以上間をあけてから、
解熱薬坐剤を投与してください。
解熱薬坐剤を先に投与するとジアゼパムの吸収が遅くなってしまいます。

一見、てんかんと関係のないように見えるからだの不調でも、てんかんと
関連した症状であったり、お薬の影響による場合もあります。
体調が悪いときは早めにかかりつけの病院を受診しましょう。

Q Q

予防接種を受けても大丈夫でしょうか？

「主治医に前もって相談してください」
予防接種には、さまざまな種類があり、てんかんのタイプ
や年齢によっては、予防接種をした方がよい場合と慎重
に受けた方がよい場合があります。
発作の悪化を避けるためにも、前もって主治医に予防
接種について相談してください。

Q

一時的な体調不良により、薬局でお薬を求めるとき
市販のお薬を同時に服用することで、てんかんのお薬の効果に影響
がでることがあります。また、市販のかぜ薬の中に含まれる眠くなる
成分により、発作が起きやすくなることもあります。
薬局でお薬を購入する際は、お薬手帳を提示して薬剤師に相談する
ようにしましょう。

てんかん以外の病気で病院を受診するとき
てんかんであることと、服用中のお薬について、正しく伝えてください。
とくに、1ヵ月以上、ほかのお薬を服用しなければならない場合には、
てんかんの主治医に紹介状を書いてもらって、お薬の飲み合わせに
間違いがないように調整してもらいましょう。



16 17

わからないことがあれば、
避難所や避難先の医療スタッフに聞いてみましょう！

治療について 災 害 対 策

手術による治療について 災害対策
手術による治療（外科治療）

お薬による治療を行っても発作が治まらない場合などでは、手術による
治療(外科治療)を検討することもあります。
ただし、すべての患者さんに手術の適応があるわけではありません。事前に
入念な検査を行い、手術によって確実に発作の軽減が見込めるのか、運動や
言葉などに新たな障害を生じないのかなどを慎重に考え、手術が可能か
どうかを検討します。
手術の可能性については、主治医にご相談ください。

災害が起こった場合に、発作にも配慮した安全避難や、避難所の生活での
不安などをできるだけ取り除くため、日頃から準備しておくことが大切です。
以下のものは、いつでも持ち出せるように事前に準備しておきましょう。
また、学校や近くの親類などに、お薬を数日分預かってもらうこともご検討
ください。

災害が起こった場合
お薬が突然切れてしまうと、強い発作が起きるおそれがあります。
情報を集めて、入手するようにしましょう。（東日本大震災では、病院
を受診しなくても、薬局での調剤が許可されました。）

主治医と連絡が取れない場合や、交通手段がなく病院に行くことが
できず、別の病院を受診する場合に、お薬手帳や緊急カードが役に
立ちます。

慣れない環境での生活はかなりのストレスが生じますが、睡眠不足
など発作の誘因となることはできるだけ避けてください。

発作の様子がいつもと違う場合には、病院を受診しましょう。

てんかん手術 目　的 種　類

根治手術 発作を止める 扁桃体海馬切除術など

緩和手術 発作の症状を和らげたり、
頻度を減らす

脳梁離断術、
迷走神経刺激

扁桃体海馬切除術
へんとうたいかいば

てんかん発作が起こ
る原因となっている
大脳の一部分を切り
取る

脳梁離断術
のうりょうりだん

発作の興奮が伝わる
経路（脳梁）を切り離
す

迷走神経刺激
めいそう

脳の異常な興奮を
抑えて発作を軽く
する装置を体内に
埋め込む

事前準備チェックリスト

2～3日分のお薬
緊急カード
お薬手帳
障害者手帳・保険証・診察券のコピー

海馬

※てんかん専門の施設に紹介が
必要になることもあります。
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ただし、すべての患者さんに手術の適応があるわけではありません。事前に
入念な検査を行い、手術によって確実に発作の軽減が見込めるのか、運動や
言葉などに新たな障害を生じないのかなどを慎重に考え、手術が可能か
どうかを検討します。
手術の可能性については、主治医にご相談ください。

災害が起こった場合に、発作にも配慮した安全避難や、避難所の生活での
不安などをできるだけ取り除くため、日頃から準備しておくことが大切です。
以下のものは、いつでも持ち出せるように事前に準備しておきましょう。
また、学校や近くの親類などに、お薬を数日分預かってもらうこともご検討
ください。

災害が起こった場合
お薬が突然切れてしまうと、強い発作が起きるおそれがあります。
情報を集めて、入手するようにしましょう。（東日本大震災では、病院
を受診しなくても、薬局での調剤が許可されました。）

主治医と連絡が取れない場合や、交通手段がなく病院に行くことが
できず、別の病院を受診する場合に、お薬手帳や緊急カードが役に
立ちます。

慣れない環境での生活はかなりのストレスが生じますが、睡眠不足
など発作の誘因となることはできるだけ避けてください。

発作の様子がいつもと違う場合には、病院を受診しましょう。

てんかん手術 目　的 種　類

根治手術 発作を止める 扁桃体海馬切除術など

緩和手術 発作の症状を和らげたり、
頻度を減らす

脳梁離断術、
迷走神経刺激

扁桃体海馬切除術
へんとうたいかいば

てんかん発作が起こ
る原因となっている
大脳の一部分を切り
取る

脳梁離断術
のうりょうりだん

発作の興奮が伝わる
経路（脳梁）を切り離
す

迷走神経刺激
めいそう

脳の異常な興奮を
抑えて発作を軽く
する装置を体内に
埋め込む

事前準備チェックリスト

2～3日分のお薬
緊急カード
お薬手帳
障害者手帳・保険証・診察券のコピー

海馬

※てんかん専門の施設に紹介が
必要になることもあります。



医療機関連絡先

緊急時・夜間連絡先

てんかんに関してもっと知りたい方へ

てんかんと
向き合うために

てんかんのある方を支える団体：日本てんかん協会（別名：波の会）
すべての都道府県に支部があり、学習会や交流会、社会サービス
や相談窓口の紹介など、さまざまな支援活動を行っています。
どなたでも入会でき、てんかんに関して、多岐にわたる情報や相談
を受けることができます。
相談専用ダイヤル：03-3232-3811（平日の月・水・金 13：15～17：00）
日本てんかん協会：http://www.jea-net.jp/

専門医・専門病院について：日本てんかん学会
学会が認めた“てんかん専門医”や“てんかん外科施行施設”のリスト
を公開しています。
日本てんかん学会：http://square.umin.ac.jp/jes/

てんかんについて
各病院のホームページなどを通じて情報を得ることもできます。
静岡てんかん・神経医療センターにはてんかん情報センターが
あり、インターネットを通じててんかんに関する情報発信を行って
います。
てんかん情報センター：http://epilepsy-info.jp/

東京都文京区小石川 4-6-10
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