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第 18回新 潟てんかん懇 話会

日 時 平成 8年11月9日 (土)

午後 3時-6時

会 場 新潟大学医学部

第2講憂

1. 一 般 演 題

1)てんかん患者にふられる精神症状 について

前田 雅也 ･和知 学
笹川 隆男 ･長谷Jll精一-∈

国立療養所西新潟
中央病院てんかん
センター精神科

金津 治 ( 同 小児科)

亀山 茂樹 ･福多 其史 ( 同 脳神経外科)

【緒言】てんかん患者では,精神症状の併発によって

社会的自立が困難となっている例がしば しばみられる.

発作の抑制とともに精神病状を把握 し対処することが,

てんかん患者の治療の上で重要である.精神症状は発作

に関連 して主に意識障害時に出現するものと,意識障害

を伴わずに出現するものとiこ分けられるが,今回我々は

意識障害を伴わずに出現する精神症状のうち,分裂病様

症状や錬 うつ病様症状などの精神病症状について調査 し

た.

【対象,方法】1995年 7月から96年 9月までの15カ月

間に国立療養所西新潟中央病院てんかんセンタ-精神科

を受診 した16歳以上のてんかん患者を対象として,診療

録をもとiこ精神病状を皐Lた症例の特徴iこついて検討 し

た.

【結果,考察】精神病症状の出現頻度は対象患者681名

中39名 (5.7%)で,分裂病様症状が29名 (4.2.%),棟

うつ病様症状が10名 (1.5%)であり,従来の報告とほ

ぼ同様の値となった.てんかん羅病期間の平均は分裂病

様症状群は23年で分裂病様症状のみられぬ群の18年に比

して有意に長かった.棟 うつ病様症状群のてんかん平均

羅病期間は21年であった.てんかん発症から棉神病症状

出現までの期間に関 しては10から22年という報告が目立

つが,今回の調査でも平均16から17年を要 しており,先

行研究を支持する結果であった.てんかんの煩型別に精

神病症状の出現を調査 したところ,症院性局在関連性て

んかんと持発性全般性てんかんのみに症状出現がムら九.

また局在関連性てんかんと全般性てんかんとの比較では､

前著に精神病症状出現頻度が高い傾向がふらわた.分裂

病様症状の状態線としては慢性の幻覚,妄想状態が最も

多く.操 うつ病様病状では拝聞性と慢性の抑うつ状態が

ほほ同数認められた.てんかんにみられる分裂病様症状

は精神分裂病と比 して陰性症状や自我障害の出現が′折〔

いとされており,今回の調査でもその傾向は認めらttた.

さ吊こ分裂病様症状を有するてんかん患者と精神分裂患

者では,■対人関係における暖かさに顕著な差異が認めら

れる印象を持一一た.頭皮1.脳波による棟波の局在と精神

病症状との関連は認めることができなかった.抗てんか

ん薬と精神病症状との関連に関 しては,ゾニサミ卜が関

与していると考えられる希死念膚を伴う抑うつ状態が 1

名認められ ゾニサ ミド使用時i二は精神症状の評価に 十

分注意をはらう必要があると思われた.

2)経過中に運動性失語状態 を宴 したてんかん

の 1例

- 一 二 :_,L: - t

竹内 菊博 ･笠原 良隆
壁屋美奈子 ･岡田 立平 (刈羽郡病院′ト児科)

症例 ;現在14歳6カ月男児.診断 ;軽度精神遅滞,て

んかん (単純部分発作,二次性全般化発作疑い),不器

J乳 後天性運動失語,場面かん黙傾向.病歴 ;8歳8カ

月.口を少 しあけ,顎をがくがくさせることが.週 1か

ら2回出現 し,徐々に眼球上転を伴 うようになった.発

作は睡眠中は 1度だけ,後は覚醒時であった.脳波で多

焦点性練波 (右C,左 mT),頭部 CT,MRIではシ

ルビウス溝の軽度拡大以外特記すべき所見はなかった.

てんかんの診断のもと CBZ250mg.I:日が開始され 一

時コントロ-ルされた.12歳0カ月頃.口を開けないで

話すようiこなった.12歳9カ月には伝えたいことが有る

ときには母へ,内容を紙に番いて持ってくるようになっ

た.入院時現症 (12歳10カ月);発音が経度に不明瞭か

つ文章iこならないことが多く,会話は成立 しなかった.

また,発音の省略,誤 i')ふられた.文章,文字読みでは,

誤った発音のため,何をいっているか不明.また喚語困

難がみられた.筆談が主なコミュニケーションであった.

しかし聴覚的理解,環境音の理解は問題なかった.検査

結果 ;MRI所見では特記すべき病的所見なし.終夜髄

く,多焦点性練波であった.SPECT では,左前頭,刺
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頭部で血流低下を示した.運動性失語の状態で SPEC1､

での血流低下は関連あろF)と推測 した.入院後経過 :何

LT)かのてんかん性機序による言語中枢への影響と考え,

DZP(MAX 13mglの就寝前投与を試ふたが,効果な

く中止.次CこCZPiこよる会話機能への影響の可能性ヰ)

考え,CZPを 2.5mgへ減量. しかし明らかな効果の

ない時点で退院.入院の7カ月間,言語治噂を行い,軽

度の改善をふたが.全体としては発語への意欲が育たな

い状態で退院.この間てんかん発作はなかった.退院後

経過 :てんかん発作なく,抗けいれん剤の変更もなかっ

たが,14歳5カ月頃より,会話も改善.14歳6カ月iこは､

問腐消失しき構文の誤りもなくすスムースな会話ができ,

本読みも比較的スムースと改善 した,まとめ :てんかん

児の経過中に一過性の運動性失語を望 した稀な例を授示

した.

3)テ レビゲーム中にけいれん発作を生 した児

の,光過敏性の検討

悪寒 渡島 :漂語 長警 漕 要語民病院)

テレビF7ざ-ム中にけいれん発作を生LTて当科を受診 し

た例の,光過敏性の検討を行い報告 した.対象は,テレ

ビで-ム中にけいれん発作を生じて当科を受診 した30例

のうち.脳波検査時に通常白色光による閃光点滅光刺激

に加えて,赤色 ･水玉 ･柄模様フ･r′レターによる閃光点

滅光刺激試験を施行し得た27例.男20例.女7例.方法,

髄波検査時に.通常の 3･-24Hz白色閃光点滅光刺激に

加えて.12.7cmx3.1cm の日本光電社製赤色7(,,L

タ- R-21･図形7(′Lター (水玉 DU-22･柄模様 G0-

22)を,ストロボライトの前面に取 り付け,技検著の眼

より 30cm 上方に設置 した.

15Hえ 20Hzの周波数を用いて,白色閃光点滅光刺

激は閉眼下で.他は開眼下で行った.その刺激で局在性

または.全般性に棟波 ･練徐波結合 ･群発波が出現 した

例を,光突発反応有りと判定 した.27例の発作出現年齢

は,6歳から19歳に分布し,中央値は10歳であった.9

歳かLl_)14歳と小学校高学年かr)中学生に多かった.対象

27例の経過観察期間は, 1回のんの受診例より10年間の

例まで様々であり.中央値は2年であった.既往歴では,

27例中12例 (44.4%)と高率に熱性けいれんを認めた.

てんかん症候群分煩では局在関連性てんかんが17例,莱

決定てんかんが3例,状況関連性発作の弧発発作が7例

であった.光突発反応を認めた例は,27例中11例40.7
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9-6~であった.このうち.男は20例中5例25%.女は7例

中6例85.7%~で,女に光突発反応を高率に認めた. 令

種閃光点滅光刺激に対する光突発反応の出現頻度は.白

色光では 1例9.1,9/dJにしか認められなかったが,赤色

7IILク一一では.11例中8例72.79,.に認めI:･'れ うち,

15Hzでは3例.20Hzでは10例中7例であった.水玉

模様7 ()Lタ州では,10例中6例60.0%に認められ,

このうち 15Hzでは3例.20Hzでは4例に認められ

た.柄模様7 lJLクー-一では,10例中5例50.0%に認め

られ,15Hzでは3例､20Hzでは4例に認められた.

我々の検討では,光過敏性を朝.7%と高率をこ認めたが,

認められない例も多く,テレビゲ…ム中のけいれん発作

は,誘因が多様であると思われた.

4)側頭葉てんかん患者における高次脳機能検

査 とア ミタ-ルテス ト

背離 -き ∈警
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立療養所西新潟
央病院てんかん
ンタ-心理療法士

( 同 精神科)

亀山 茂樹 ( 同 脳神経外科)

(憲鵜 轟暦養所)
く目的)側頭葉てんかん患者に,術前に~"fミクー′L･テ

ストをおこない,また術前後に高次脳機能検査をおこな

い.次の点を検討した,

1. アミタール注入によって生した失語症状の回復時

間と,検査時の年齢 ･てんかんの発症年齢 ･羅病期間 ･

7ミタールの注入量 ･術前の知能指数との相関

2.発作焦点側とアミター′レ注入時の記憶榛能との関

連性

3. 術前後の知能,記憶撒能の変化

〈対象)アミタールテス トは外科的治療を前提とした

側頭葉てんかん患者11例におこなった.内訳は男性6例,

女性 5例で.年齢は15歳から49歳で平均 32.8歳であっ

た.術前後の知能 ･記憶横能の比較はその内の8例 (男

性5例,女性3例.年齢は15歳から45歳で平均 30.1歳)

についておこなった.

く方法)7ミタ-ルテストでは言語テストとともに,

聴覚性,視覚性,触覚性について逆向性健忘と前向性健

忘の評価のため記憶テストをおこなった.

術前後の知能検査は WA【S-R(WISC-R),言語性の

記憶検査は三宅式言語記銘力検査と WMSなどの論茸

的記憶,視覚性の記憶検査はペントン視覚記銘力検査


