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はじめに
「第２版の発刊にあたって」
私のパソコンの「てんかん読本」の作成日を見てみると，2003 年の２月に「てんかん読本」
が完成していました．それからおよそ 4 年の月日が流れ，その間この「犬と猫のてんかん読本」
はネット上で，数多くの飼い主の方々や獣医さんの目に止まり，意外にも好評だったようです．
色々な方々から「ネット上でリンクを貼りたい」，とか「周りにてんかんの犬を飼っている人が
いるので紹介します」とか，あるいは私の診察時に「てんかん読本読みました」とか言って頂き
ました．つい最近には「英語に翻訳して，海外の友人にも知らせたい」と言う方もおられました
し（私はそれほど英語が得意ではないため，英語で日本語のようにフレンドリーに書けるとは思
わなかったので，私自身が英訳することはお断りした），さらには「出版して下さい」との声も
頂いた（今のところ，てんかん読本の出版は予定してません）．これらの意見は非常にありがた
く，私の研究の励みにもなっています．
実はこの３年間で，「てんかん」も少しずつ変わってきています（ついでに私の働いている大
学の名前まで変わってしまいました）．例えばヒトの国際抗てんかん連盟（ILAE）はてんかんの
分類や用語の見直しを行い，
「部分発作」という言葉は「焦点性発作」と名前が変わりました（勿
論，部分発作という言葉もまだ使われてたりする）．それと「特発性てんかん」，すなわち原因不
明のてんかんの幾つかでは，その原因遺伝子が決定され，遺伝的なてんかんであることも証明さ
れてきました．2005 年には犬でも１つのてんかん原因遺伝子（正確に言うと「ラフォラ病」）
が同定されました．また海外では犬の新しい抗てんかん薬の有効性が幾つか報告され，つい先日
（2006 年 9 月）には日本でも新しい抗てんかん薬（ガバペンチン）が認可され，犬猫でも利
用できるようになりました．
この様に最初の「てんかん読本」の発刊から 4 年，幾つか改訂の必要性があると思い，この
「犬と猫のてんかん読本

第２版」を発刊することにしました．今回，前回の初版から明らかに

変わったところは緑字にしました．次の改訂がいつになるかは判らないが，それまでの間，また
この「第２版」がてんかんの犬猫を看病する飼い主・動物看護師・獣医師の目に止まればと思い
ます．
2007 年 1 月
長谷川

大輔

日本獣医生命科学大学（旧：日本獣医畜産大学）獣医放射線学教室
同学付属動物医療センター神経内科・脳神経外科
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１．「てんかん」とは
１．１．てんかんの定義
「てんかん」とは古̶くから知られていて，その記述は紀元前からあり，その昔は神だとか
霊だとかの仕業とされていました．現在，最も一般的に認識されている「てんかん」の定義は「様々
な原因によってもたらされる慢性脳疾患で，脳ニューロン＊の過剰な発射に由来する反復性の発
作（すなわちてんかん発作）を主徴とし，それに多種多様な臨床症状および検査所見を伴う」と
されています．ちょっと難しいかもしれませんが，要するに「色 々な 原因 によ ってて んか ん
発作を繰り返す脳の病気」という意味です．ここで「てんかん」はあくまで病気の名前であっ
て，「てんかん発作」はその「てんかん」という病気の１つの（但し重要な）症状なのです．
この「てんかん」という病気の定義の中には大事なキーワードが連続してでてきていますので，
それぞれ解説してみましょう．
＊ニューロンとは神経細胞のこと

１．２．てんかんの分類
まず，「てんかん」は「色々な原因によって・・・脳の病気」と言いましたが，この色々な原
因によって「てんかん」という病気は幾つかに分類されます（表 1-1）．
１つ目は，脳に目で見てわかるような原因がないのにてんかん発作が周期的に起こる「特発
性てんかん」です．獣医さんによっては「原発性てんかん」，「真性（真の）てんかん」あるい
は「本態性てんかん」と言ったりしますが，これは全て同じ意味です．動物の特発性てんかんは
遺伝的な要素が関連していると考えられています．犬のてんかんのほとんどはこの特発性てんか
んです（特にビーグル，ダックス，プードル，シェルティー，シェパード，ハスキー，テリア系，
レトリバー系，ベルジアン・タービュレン，キャバリアは特発性てんかんの遺伝的な素因を持っ
ていることが知られています）．猫でもありますが，犬ほど多くはありません．
2005 年には世界有数の科学雑誌である Science 誌にワイアーヘアード・ミニチュア・ダッ
クスフントにおいて，今まで特発性てんかんとされていたミオクロニーてんかん（ラフォラ病）
の病原遺伝子が特定されたという論文が掲載されました．ミオクロニーてんかんは犬では非常に
珍しい発作型（後述）なので，目にする機会は少ないですが，この様に今後は特発性てんかんの
幾つかで異常な遺伝子とその遺伝形式が解明されていくものと思われます．現に，ヒトでは数多
くの特発性てんかんの家系で原因遺伝子が発見され，既に特発性てんかんから「遺伝性てんかん」
と呼ばれるようになったものがあったり，また異常な遺伝子によっててんかんが起こるメカニズ
ムには神経伝達物質の受容体や電解質のチャネルが関与していることが解明されてきたことか
ら「チャネル病」または「チャネロパチー」などと呼ばれるようになった特発性てんかんもあり
ます．

4

２つ目は，脳に目で見てわかるような，すなわち脳の外傷や脳腫瘍，脳炎，水頭症などの奇形
が原因でてんかん発作を繰り返す「症候性てんかん 」です．これも獣医さんによっては「二次
性てんかん」
「続発性てんかん」
「反応性てんかん」と呼ぶ人もいます．猫のてんかんは特発性て
んかんよりもむしろこの症候性てんかんのことが多いようです．
３つ目は，あまり使いませんが，
「おそらく症候性てんかん」
（旧：潜因性てんかん）といって，
一見特発性のようだけれども，解剖などしてよく調べると実は症候性であったというようなてん
かんの例です．今，獣医界にも磁気共鳴画像（ＭＲＩ）という脳を詳しく調べられる画像診断装
置が普及しつつあるので，この分類は無くなるかもしれません．
このように，「てんかん」はその原因から，主に「特発性てんかん」と「症候性てんかん」に
分けられます．

１．３．てんかん発作の分類
てんかんの定義の中で「てんかん発 作」という症状が出てきました．てんかん発作とはてん
かんという病気の最も明らかな，そして重要な症状の１つです．特に特発性てんかんではこの「て
んかん発作」の症状しかないことが一般的です．それでは，「てんかん発作」とはどんな症状な
のでしょうか．いままでは一言で「てんかん発作」と言っていましたが，実は色々な種類のてん
かん発作のタイプ（てんかん発作のタイプのことを「発作型」と言います）があります．
まずてんかん発作も大きく「全般発作」と「焦点性発作（あるいは局在関連性発作 ）（以
前は「部分発作」と 呼ばれていた ）」に分けられま
す（表 1-1）．
「全般発作」は脳 全体が一斉に興奮 する状態を
言います．全般発作もさらに幾つかのタイプに分類
されます．
まず，最も多い「 全 般 性 強 直 間代 性 発 作 」とい
うタイプがあります．「 大 発 作 」という先生もいま
す．これは初めに全身（特に前足と後ろ足）がピー
ンと伸びて，横転したり，後ろへひっくり返って，
足や口を細かくガタガタと震わせ（これを強直性痙
攣といい，数十秒続きます）
，その後手足の屈伸運動
や犬かきをして泳ぐような運動が続きます（これを
間代性痙攣といい，これも数十秒から数分間続きま
す）．この時，その動物には意識が無く，眼の瞳孔は
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表 1-1.

てんかんの分類

てんかんの病因分類
特発性てんかん idiopathic epilepsy
症候性てんかん symptromatic epilepsy
おそらく症候性てんかん

probably symptromatic epilepsy
（旧：潜因性てんかん cryptogenic epilepsy）

てんかんの発作型分類
全般発作 generalized seizures: GS
強直間代性発作（大発作）generalized tonic-clonic seizures: GTCS (grand mal)
強直性発作 generalized tonic seizures: GTS
間代性発作 generalized clonic seizures: GCS
ミオクロニー発作 myoclonic seizures
欠伸発作（小発作）absence seizures (petit mal)
脱力発作 atonic seizures
焦点性発作 focal seizures: FS
または局在関連性発作 localization-related seizure （旧：部分発作
単純部分発作 simple partial seizures: SPS
複雑部分発作 complex partial seizures: CPS

partial seizure）

新：単純・複雑という言葉は使用
しない

焦点性発作からの二次性全般化 secondary generalized (tonic-clonic) seizures

開き，失禁したり脱糞したり口から泡を吹いたりします．これが終わるとケロッと普段の状態に
戻ったり，しばらくもうろうとした後（発作後状態といいます）にだんだん普通の状態に戻った
りします．
全般発作にはこの全般性強直間代性発作の
他に，「欠伸発 作」というのがあります．欠
伸発作は「小発作」とも呼ばれています．先
ほど説明した強直性や間代性の痙攣はありま
せんが，突然意識だけが飛んでしまうもので
す．あまり犬猫でみることはありませんが，
気づかないだけかもしれません．
さらに，先ほどワイアーヘアード・ミニチ
ュア・ダックスフントにおいて原因遺伝子が
見つかったという「 ミ オ ク ロニ ー 発 作 」と
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呼ばれる全般発作もあります．これは全身の筋肉が周期的にブルブルッとするものです．これも
あまり犬猫ではみられません．
「焦 点性 発作 」な いし は「 局在 関連 性発 作」 は 脳の 一部 分が 興奮 する 事に よっ て起こ
るタイプです．焦点性発作／局在関連性発作は以前（初版のてんかん読本では）は「部分発作」
と呼ばれていました．先ほどの全般発作と違って全身が痙攣したりするわけではなく，興奮した
脳の部分が担っている体の場所だけが変化します．例えば，前足を動かすことを命令している脳
の部分だけが興奮すると，前足だけが痙攣したりします．この時，本人（本犬，本猫？）の意識
は障害されませんので，びっくりしたり不思議がったりしているかもしれません．このように意
識が障害されないで体の一部分（すなわち意識と関係しない脳の一部分）が発作を起こすことを
以前は「単 純部分 発作 」と言っていました．また意識に関連する場所の脳が興奮したときは，
当然意識がなくなります．意識のない部分発作を「複雑部分発作」と呼んでいました．複雑部
分発作で最もよく見られるのは呼びかけても反応しない咀嚼運動（チューインガム発作ともいい
ます）や顔面痙攣，大量のよだれ（流涎），散瞳などです．この他にも何かを凝視している様だ
ったり（star gazing），飛んでいないはずハエを追っかけてかみつこうとしたり（ハエ咬み行動）
するのはだいたい複雑部分発作のようです．焦点性発作（単純部分発作も複雑部分発作も）は病
気が進行すると，全般発作を続けて起こすようになります（これを部分発作の二次性全般化と呼
びます）．新しいてんかん分類では，この「単純部分発作」
・「複雑部分発作」という用語の使用
は推奨されなくなりました．現在では，例えば「意識減損を伴う焦点性発作」などと言うように
なっています．また後で述べる脳波検査や MRI 検査などで発作を起こしている場所が判ってい
る場合は，その場所の名前をつけて，例えば「前頭葉発作」とか「辺縁系発作」などと呼んでい
ます．ただ，今までの単純・複雑はこの様な文章を書き進めていく上で使いやすいので，この「て
んかん読本」中ではまだ何度か出てくると思います．
これは個人的な意見ですが，焦点性発作（特に意識障害のないもの＝単純部分発作）はその子
の癖だとかと思われていたり，また気づかない事も多いのだと思います．皆さんが発作に気づく
ときはほとんどが全般発作です．先ほど動物では全般発作が多いといいましたが，本当は全般発
作の前に焦点性発作があるかもしれません．だから発作を観察するときは発作の始まり方が重要
なのです．
「てんかん発作」の発症には幾つか特徴的な事があるものもあります．例えば，気圧の変化が
起こりやすい季節の変わり目にてんかん発作が出やすいとか，家に来客が来てドアのチャイムを
鳴らすと必ずてんかん発作を起こすとか，テレビの電源を入れると発作を起こすなどです．こう
いった特別な状況があると発作を起こす犬猫も，稀ですが，います．ですから発作の前や始まり
方を注意深く観察することが必要です．しかしながら，ほとんどの犬猫は何のまえぶれもなくて
んかん発作を起こします（入眠時，睡眠中，寝起き時に多いことが知られています）．
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１．４．
「てんかん発作を繰り返す脳の病気」
てんかんの定義は上で説明したような「てんかん発作」を「繰り返す」「脳の病 気」なので
す．これの「繰り返す」と「脳の病気」という言葉はとても大事なキーワードです．
まず，てんかんという病気はてんかん発作を「繰り返す」ということです．ですから，
「１回
だけ発作を起こして，その後死ぬまで発作を起こさなかった」とか「ついこの前，初めて発作を
起こした」
，というのはてんかんではありません．一生のうちに２回以上発作が起こらなければ
それは厳密な意味でてんかんではないのです．
次にてんかんは普通「脳の病気」なのです．発作は脳の病気でなくとも起こりえます．例え
ば心臓が悪くて脳に血液がうまく送れなかったりすると欠伸発作に似た症状がでますし，血液中
のカルシウムの濃度が低すぎても痙攣を起こします．これらは脳の病気ではないので，痙攣やて
んかん発作のような症状を示しても「てんかん」ではありません．
「てんかん発作を繰り返す」ということで，大事なてんかん発作の症状を２つ話さなければな
りません．それは「群発発作 」と「発作重積（あるいは単に「重積」といいます）」です．こ
れらの症状にはしばしば救急的な処置が必要となります．
まず「群発発作」ですが，これは例えば発作が月に１度，数日にわたって発作 がめちゃめ
ちゃな回数繰り返すというものです．私が知っている群発発作の患者さんの中には１月に１度
４日間で２０回以上も全般発作を繰り返す犬がいます．
次に「発作重積」ですが，これは「１回の発作（ 全般発作であれ部分発 作であれ）が ３
０分以上続く」あるいは「１回の発作が終わりかけ ようとすると（正常な意識に回復す る
前に）次の発作が始まって しまう」というものです．
てんかん発作はその症状が激烈なため飼い主さんや初めて見る人には「死んでしまうので
は･･･」と思いがちですが，通常１回のてんかん発作 で死んでしまうことはあり ません．し
かし今示した「群発発作」と「発作重積」は場合に よっては死に至ることもあ ります．犬
や猫が「群発発作」や「発作重積」を示したときはすぐに動物病院へ行くことが大切です．治療
については後の方でお話しします．

１．５．用語解説
てんかんの診察や説明の時に獣医が使う専門用語が幾つかあります．これらはとても紛らわし
かったり，難しかったりするので，少しまとめてみました．
「てんかん」
「てんかん発作」は上記
の通りです．
① 痙攣：発作と似ていますが，違います．痙攣とは筋肉の不随意な（無意識の）運動を指しま
す．ですから，強直性間代性発作は強直性の痙攣と間代性の痙攣ということになりますが，
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凝視やハエ咬み行動などの発作は痙攣とはいいません．
② 発作：発作は本来「突然起こる症状」という意味です．ですから発作という言葉はてんかん
発作の他にも「心臓発作」とか「喘息発作」とか「帯状疱疹発作」などと使います．
③ チック：チックはある一群の筋肉が習慣的に収縮する症状を指していいますが，獣医界で「チ
ック」といった場合は主に脊髄の犬ジステンパーウイルス感染あるいはその後遺症による不
随意な（無意識な）筋肉の収縮運動を指すので，注意が必要です．ヒトで言われるチックと
は別の意味です．
④ 振戦：不随意な（無意識の）震えの事を言います．例えば犬が病院に来て怖がって震えてい
るとか，喫煙者の手先が震えるとか，おじいちゃんがプルプルしているとか，そういったい
わゆる「ふるえ」の事です．てんかん発作にも振戦が起こることがあります．しかし，
「痙攣」
とは異なります．
⑤ ナルコレプシー：睡眠発作ともいいます．普通に起きている（覚醒している，目が覚めた状
態でいる）のに，急にガクンと深い寝むりに入ってしまうことです．似たものに急にガック
リと力が抜ける発作もあってカタプレクシー（脱力発作）といいます．ナルコレプシーもカ
タプレクシーも喜んだり，怒ったり，と感情が興奮したときに起こることが多いようです．
先天的なナルコレプシーはドーベルマンのある系統でよく見られることが知られていますが，
後天性あるいは孤発性の場合も希に見られます．ちなみに今までタイトルや表で出てきてい
ますが，てんかんは英語でエピレプシーと言います．
⑥ 激怒症候群：いつもは飼い主に良くなれており，言うことも良く聞く動物が発作的に凶暴化
し，飼い主であろうと無生物であろうと攻撃しまくるような症状を言います．個人的に激怒
症候群はてんかん発作のうちの焦点性発作の１つだと考えています．
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２．てんかんの診断法
さて，家の犬（猫）が先ほど説明したようなてんかん発作を起こしました．当然？動物病院へ
連れて行きます．獣医さんはその子のてんかん発作が特発性てんかんなのか，症候性てんかんな
のか，はたまたてんかんではない他の病気なのかを診断します．ではどの様な診断法があるのか，
順を追って説明してみましょう．

２．１．問診
問診とは飼い主さんからその子の発 作 につ いて よ くお 話を 聞く というものです．獣医さん
がてんかん発作の問診を取るときに幾つかポイントがあります．飼い主さんもこのポイントにつ
いて知っておく必要があると思います．
① どんな発作のタイプ（症状）だったのか？
② 初めて起こしたのか？それとも以前にも起こしたことがあったか？
③ 現在の年齢は何歳か？
④ 初めて発作を起こしたのは何歳の時か？
⑤ １回の発作はどれくらいの時間続いたか？
⑥ 発作と発作の間隔（周期）はどのくらいか？
⑦ 発作を起こす前に何か気づくことがあるか？
⑧ 発作後はどういう状態か？すぐに普段通りに戻るか？
⑨ 特殊な食べ物を与えなかったか？間違って変なものを食べていないか？
⑩ ワクチンは接種しているか？
などなど，上の１０項目ぐらいが主なポイントになると思います．
問診が終わると次の身体検査・神経学的検査に移るのが一般的です．

２．２．身体検査・神経学的検査
身体検査と神経学的検査は同時に行われることがあります．何をするかというと，聴診したり，
触診したり，歩かせたり，簡単な運動機能の検査をしたり，反射の検査をしたり，感覚の検査を
したり，・・・などなど簡単にできる検査ですが，てんかんの診断ではとても重要な検査になり
ます．
聴診では心臓や呼吸に異常が無いかをチェックします．先ほども言いましたが心臓が悪くてて
んかん発作に似た症状が出ることもあります．
神経学的検査（歩かせる，運動機能の検査，感覚の検査，反射の検査など）は神経の病気なの
か違う病気なのか，神経の病気であれば神経のどこの病気なのか，を調べる検査です．これは
特発性てんかんと症候性て んかんを区別するのにとても重要です．一般に特発性てんかんで
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は神経学的検査で異常が検出されることはありません（異常が検出されなくとも特発性てんかん
は脳の病気です）．逆に症候性てんかんでは神経学的検査で異常が検出されることが多いのです．
問診とこの検査結果によっては，この時点で「特発性てんかん」
と診断されるかもしれません．
例えばお宅のワンちゃんが５年前から年に２３回ずつ発作を起こしていて，現在の身体検査・
神経学的検査に異常が見られなければ，それはおそらく「特発性てんかん」です．特発性てんか
んはこれからの検査もほとんど異常の無いことがほとんどです．

２．３．血液検査
さて，神経学的検査まで終わると，特発性てんかんであれ，症候性てんかんの疑いがあれ，恐
らく血液検査をすることになります．ここで行う血液検査には大きく２つの目的があります．
① 血液から わか る異常 （全身 的な 異常） によっ てお こる発作 の原 因を除 外する．例え
ば低カルシウム血症や高脂血症，低血糖，多血症，貧血，高アンモニア血症などはてんか
ん発作に似た症状を示すことあります．またウイルスに感染しているかどうかを調べるこ
ともあります．ウイルス感染もまたてんかん発作を起こします（症候性てんかん）
．
② これからてんかんの治療する際に，その子がてんかんの薬を投与しても安全かどうかを確
認する．てんかんの薬は多かれ少なかれ肝臓に対して悪影響を及ぼしますので，てんかん
の薬を飲ます前から肝臓が悪い子には肝臓の治療が行われる必要があるからです．
血液検査は最初の時は上の２つの目的のために行われますが，治療が始まった後に行われる血液
検査では，肝臓の機能が障害されていないかどうか，とかてんかんの薬の血中濃度が足りている
かどうか，などをチェックするために行います．
一般に，てんかんは血液検査で異常は認められません．普通の動物病院ではここまでの検査で
特発性てんかんか症候性てんかんの診断がつきます．逆に血液検査で低カルシウムだとか低血糖
だとか発作を引き起こす原因が見つかれば，てんかんの治療ではなくその治療を行います．一般
に原因である異常が直れば発作もなくなります．
さて，これで身体検査・神経学的検査・血液検査とも異常がなければおおよそ「特発性てんか
ん」
，身体検査で正常・神経学的検査で異常・血液検査で正常であれば「症候性てんかん」と仮
診断されたわけです．この仮診断を確定づけるためには更なる検査が必要になります．特発性て
んかんであれば，ここまでの検査結果からほとんど決定づけて良いかもしれませんが，症候性て
んかんは脳の中にある病気がなんなのか？脳のどこにあるのか？ということを調べる必要があ
ります．また更なる検査は「特発性てんかんである」ということをより信頼性の高いものにしま
す．以下に更なる検査を幾つか紹介します．
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２．４．脳波（ＥＥＧ）検査
脳 波 （EE G ） 検 査 は頭にいっぱい電極をつけて，「 脳 の ど こ か ら 発 作 が 起 こ っ て い る の
か？」を調べる検査です．最初に紹介した WHO によるてんかんの定義の中に「脳ニューロン
の過剰な発射に由来する･･･」とありましたが，てんかん発作の正体は「脳にある一部の，ある
いは全部の神経細胞の異常な興奮」です．なぜ異常な興奮をするのかは色々な説があってわかっ
ていませんが･･･．とにかくその異常な興奮をしている神経細胞の場所（その場所のことを発作
焦点といいます）を見つけるのが脳波検査です．てんかんを持つ動物では，発作焦点に近い場
所の電極から記録される脳波にスパイク（棘波）とか鋭波とか呼ばれる異常な波を見つけること
ができます．ヒトでのてんかんはほとんどこの脳波検査によって診断しています．しかし犬猫で
は以下の理由で脳波検査が頻繁に行われません．
① 脳波検査の装置（脳波計）の値段が高くて（安くとも 300 万，普通に 600 万はします），
一般の動物病院に無い．
② 犬では頭蓋骨の外側に厚い筋肉があって脳波が伝わりにくく，きれいな記録が取れない（こ
とが多い）．
③ 犬猫のてんかんの治療は薬を使った治療になるので焦点を決めてもあまり意味がない．
④ 脳波記録中ヒトみたいにおとなしくしていない．
⑤ 脳波に異常があれば「てんかん」と言えるが，異常がなかったからといって「てんかんで
はない」と言えない．
脳波検査は大学病院や一部の動物病院で受けることが出来ます．

図：脳波の例．てんかん発作を示したネコの脳波です．矢印で示したところにスパイクと呼ばれる鋭い波が見られます．
発作焦点のある所にこういう異常な波が出ます．
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２．５．画像診断（ＣＴ／ＭＲＩ）
初めに特発性てんかんと症候性てんかんの違いは「脳に目で見てわかる原因があるかないか」
と説明しました．その目で見てわかる原因があるかないかを調べるためにはコンピューター断
層撮 影（ ＣＴ ）や磁 気共 鳴画 像（ ＭＲ Ｉ）といった特別な装置で脳の 断面 図を みる必要が
あります．しかし，ＣＴもＭＲＩも非常に高価な装置（CT はだいたい 5000 万以上，MRI は機
種によって様々ですが 7000 万〜4 億）ですので，大学病院や一部の動物病院にしかありませ
ん．しかもＣＴもＭＲＩも全身麻酔を かける必要が あります．ヒトは「寝たままじっとして
いて下さい」といえば簡単に検査することが出来ますが，犬や猫ではそうもいきませんし，動か
れては検査することができません．この全身麻酔が厄介なところです．患者さんによっては全身
麻酔自体が危険な場合も少なくありません．ですからＣＴやＭＲＩの前には慎重な血液検査や神
経学的検査が必要となります．せっかくこのようなリスクを犯してまで全身麻酔をかけて検査す
るのですから，私個人的にはてんかんの精査目的であればＭＲＩをおすすめします．ＭＲＩはＣ
Ｔよりも（脳について言えば）解像度が高く，細かな病変も検出できます．
症候性てんかんであればこのＣＴまたはＭＲＩで何らかの異常が見つかるはずです．それは脳
腫瘍であったり，脳炎（ウイルス性，細菌性，寄生虫性，真菌性，原因不明など）であったり，
水頭症などの奇形であったりします．特発性てんかんではＣＴやＭＲＩでも異常は見つからない
ことが普通です（但し，てんかんがずぅっと続いて脳が損傷している場合もあります）．
このＣＴかＭＲＩを使った画像診断までで，今の日本の獣医療で出来るてんかんの診断はほと
んど終わりです．ヒトや外国の獣医さんでは更に進んだ（？）単光子放出コンピューター断層撮
影（ＳＰＥＣＴ）や陽電子放出コンピューター断層撮影（ＰＥＴ）といった核医学を利用した装
置での検査もあります．しかし今のところ日本の獣医にはその使用が法的に許可されておらず，
現在これらの核医学が行えるよう法律改正が進められている最中です（もしかしたら第３版が出
る頃には使えるようになっているかもしれませんね）．

図：発作を示した犬の MRI の色々．
（左）重積発作で両側の側頭葉が脱落してしまっています．
（中）重度の水頭症です．
（右）矢印で示した所が脳腫瘍です．

13

２．６．脳脊髄液検査
ちょっと順番が前後してしまうかもしれませんが，てんかんの診断の特別なものとして脳の中
にある水，即ち脳脊髄液を少し取って，その成分を調べるというものです．血液検査に似ていま
す．何がわかるかというと，脳がどのくらい壊れているかの指標となるものの値だとか，細菌や
ウイルス感染していないかどうかだとか，異常な細胞がないかどうかなどです．犬や猫の脳脊髄
液採取もまた全身麻酔をかける必要があり，ＣＴやＭＲＩを撮影するときに同時に行ったりしま
す．画像診断で脳炎だとか脳腫瘍と診断ついたときに，それがどんな脳炎や腫瘍なのかを確定す
るのに役立ちます．この他に脳の興奮に携わるアミノ酸や抑制に携わるアミノ酸なども測れたり
します．てんかんをもつ動物では興奮に携わるアミノ酸が高かったり，抑制に関与するアミノ酸
が低かったりすることが知られています．

これまで説明してきたような検査を色々行っててんかんの診断を行います．一番多く診断される
のは犬では特発性てんかん，猫では症候性てんかんです．私の勤務する病院でのデータで言うと，
発作をもつ犬のうち約 60％は特発性てんかん，35％が症候性てんかん（残り 5％は不明）で，
逆に猫では 60％が症候性てんかん，38％が特発性てんかんでした．さて，診断がつくとてんか
んに対する治療をはじめましょうということになります．
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３．てんかんの治療法とてんかん動物の飼育管理
てんかんの診断がつきました．それではてんかんの治療はどの様に行われるのでしょうか？て
んかんの治療は獣医師よりもむしろ，飼い主さんが大事です．飼い主さんに治療の原則を守って
頂かなければてんかんの治療は成功しません．

３．１．症候性てんかんの治療
まず，てんかんが特発性なのか症候性なのかで治療法が変わります．先に症候性てんかんの治
療についてお話ししましょう．症候性てんかんは先ほどまでお話ししたように脳に何かがあって
てんかん発作を繰り返しています．従って，その脳にある原因を取り除くことが第一となります．
しかし，脳の中にある病気を取り除くことは簡単ではありません．むしろ，今の獣医療では治療
が出来ない病気がほとんどです．例として，脳腫瘍によるてんかん発作は腫瘍を手術で取り除く
ことが最も好ましいことなのですが，現在の獣医療では一部の腫瘍しか手術することが出来ませ
ん．脳炎もまた治療して治るような脳炎は比較的少ないのです．水頭症は手術することも出来ま
すが，手術がそれほど功を奏さないことも少なくありません．すると，こういった症候性てんか
んの動物の治療はほとんど無いということになってしまいます．でも実際はその通りです．です
からなるだけ薬を使っててんかん発作を少なくしてやって，可能な限りの治療を行うこととなり
ます．てんかん発作に対する直接的な治療は以下で述べる特発性てんかんの治療に準じます．発
作以外の腫瘍や脳炎，奇形などに対する対症療法としては以下のような治療があります．
① 脳圧降下：脳腫瘍や一部の脳炎，水頭症などでは頭蓋骨の中の圧力（脳圧）が上がってい
ます（頭蓋内圧亢進）
．この脳圧を下げるための薬（脳圧降下剤：グリセリン，アミラック，
マンニトール，ラシックスなど）が処方されます．水頭症によるてんかん発作はこの脳圧
を下げるだけで発作が無くなることもあります．
② ステ ロイ ド 療法 ：脳の炎症を押さえ，また脳圧を下げる作用があります．脳腫瘍や脳炎
などの場合に使います．
繰り返しになりますが，これらの治療法は脳の病気を根本的に治すわけではなく，あくまで症状
を和らげるだけです．ですから病気の種類や進行度によっては全く効かないことも少なくありま
せん．

３．２．特発性てんかんの治療
特発性てんかんの治療はそのてんかん発作を押さえて，てんかん発作によって脳が壊れてしま
うことを防ぐために行います．てんかんの治療ということをいわれると「てんかんが完全に治る
のでは」と思われる飼い主さんも多いかと思いますが，それは誤解です．現在日本の獣医療で受
けられるてんかんの治療は数種類の抗てんかん薬（ＡＥＤ）によっててんかん発作を薬で抑え
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るという内科的治療になります．症候性てんかんの治療と同じように，抗てんかん薬は発作を
抑えるだけで，根本的にてんかんが治るわけでは あ りません．この抗てんかん薬を使ったて
んかんの治療について，是非知って頂きたい事柄が幾つかあります．
① 抗てんかん薬による治療の 目的は，発 作の頻度を 少なくする，あるい は１回の発作
の強 さを 弱く する（例えば全般発作が部分発作になるなど）事にあります．一般に，完
全に発作が無くなることは ほとんどありません．
② 抗て ん かん 薬は 基 本的 に 一生 涯 飲み 続 けるお薬です．しばらく発作がなかったからと
いって急に中断 してはい けません．また急にやめると発作が強くなることが知られてい
ます．抗てんかん薬を中止するときは獣医さんに従って徐々（最低でも１ヶ月かけて）に
薬の量を減らして中止します．
③ 抗て ん かん 薬 は毎 日 ある 程 度一 定 の間 隔 で飲 ま せ なく て はい け ませ ん．例えば朝だ
け薬を飲ませるのを忘れた，ということはあってはいけません．血液中の抗てんかん薬の
濃度（血中濃度）にばらつきが出てしまい，発作が出やすい状況を作ってしまいます．
④ 抗てん かん 薬は すぐ に効く もの では あり ませ ん．例えば飲んだ次の日から発作が治ま
るかというと，そうではありません．これも血中濃度が関係しますが，一般に抗てんかん
薬を飲ませ始めて血中濃度が安定するまでに約１〜２週間はかかります．またそれ以上経
っても効果がない場合，血中濃度を測定（血液検査）して，血液中に十分な薬があるかど
うかを確認することが良くあります．
⑤ 抗てんかん薬もまた副作用 があります．いっぱい水を飲んでいっぱい尿をしたり，いっ
ぱい食べたり（体重増加），ボーっとすることが多くなったり，ふらついたり，肝臓が悪く
なったりします．副作用の症状が強いときは抗てんかん薬の変更や副作用に対する治療が
行われます．少なくとも６ヶ月に一度は血液検 査を して全身状態を確認します．
⑥ ②と⑤に関係しますが，発作を起こした全ての動物ですぐに治療が開始されるわけではあ
りません．一生飲み続ける薬ですし，副作用があります．それに１年に１-２回しか起こさ
ない発作に３６５日飲ませることに意味があるかわかりませんし，また飲ませても抗てん
かん薬の効果があるのかどうかわかりません．ですから，我々獣医師の目安としては３ヶ
月に２回以上の頻度で発作 がある患者さんに対 し て抗てんかん薬療法を行い ます．
てんかんをもつ犬猫の飼い主さんは以上のことを十分に理解しておく必要があります．これらの
ことはどんな抗てんかん薬でもほとんど当てはまる事柄ですので良く覚えておいてください．
抗てんかん薬は数種類あります．日本でよく使われる抗てんかん薬には以下のようなものがあ
ります；
① フェノバルビタール（フェノバール）
：犬猫とも最もよく使われる抗てんかん薬です．てん
かん発作は脳（全体あるいは一部分が）興奮して起こるといいましたが，フェノバルビタ
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ールは弱くて効き目の長い麻酔薬のひとつです．すなわち，脳の興奮を抑える様に働きま
す．
② ジアゼパム（ホリゾン，セルシン）
：猫でよく使われます．犬では群発発作や発作重積の時
に使います．まれに猫で強い肝障害を引き起こします．
③ 臭化カリウム：犬でよく使います．他の抗てんかん薬と併用することが多いです．猫では
まれに肺炎になることが知られており，猫での臭化カリウムの投与は推奨されていません．
④ プリミドン（マイソリン）
：基本的にはフェノバルビタールと同じ薬ですが，犬猫ではフェ
ノバルビタールよりも副作用が強く，あまり好まれません．
⑤ フェニトイン（アレビアチン，ヒダントール）
：犬でまれに使いますが，１日３回の投薬が
必要なのであまり使わない．猫では副作用が強く使わない．
⑥ クロナゼパム（リボトリール）：ジアゼパムの弱い版．犬で使うことがある．
⑦ バルプロ酸（デパケン）：大型犬でまれに使うが，１日３回で量が多い．
⑧ ゾニサミド（エクセグラン）
：犬猫ともに有効で，副作用が少ない．しかしちょっと高価．
⑨ ガバペンチン（ガバペン）
：最近になって（2006 年 9 月）ようやく日本で承認された新し
い抗てんかん薬（欧米では数年前から使われている）
．副作用は殆ど無い．ただし効いてい
る時間がすごく短いので，基本的には１日３回以上の投薬が必要．また他の抗てんかん薬
と一緒に用いられるのが普通で，単独での使用は推奨されていない．
⑩ タウリン：抗てんかん薬ではないが，猫の発作に有効な場合がある．
⑪ ビタミン B６：これも抗てんかん薬ではないが，一部のてんかんで有効なことがある（ら
しい．私には経験がありません）．
これらの抗てんかん薬を一つあるいは幾つかを組み合わせて，その子その子にあった抗てんかん
薬療法の計画が立てられます．それぞれの抗てんかん薬にはそれぞれの投与法，投与量，投与間
隔，副作用がありますので，獣医師にその話をしてもらう必要があります．
さらに特発性てんかんの犬猫全てにこの抗てんかん薬療法が効くわけではありません．どんな
薬のどんな量を試しても，どうしてもてんかん発作がうまく抑えられない（抗てんかん薬が全く
効かない）患者さんがいます．このように抗てんかん薬が有効でないてんかんを「難治性てんか
ん」といいます．犬の特発性てんかん患者の約３０％はこの難治性てんかんであることが報告さ
れています．難治性てんかん患者は発作がうまくコントロールできないため，群発発作や発作重
積に移行しやすく，不幸な結末を迎えてしまうことも少なくありません．現在この難治性てんか
んに対して色々な対策が研究されています．
症候性てんかんを持つ患者さんのてんかん発作に対しても同様な抗てんかん薬療法が行われ
ます．しかしながら，原因によっては発作のコントロールが困難なことが少なくありません．
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３．３．群発発作および発作重積の治療
「てんかん発作の分類」の項で紹介したとおり，群発発作や発作重積は直 接死に結びつく
危険性があり，すぐさま動 物病院で治療する必 要 がある状態です．
群発発作はだいたい発作を起こし始めると数日間発作を起こしっぱなし担ってしまうので，そ
のこの発作パターンが群発発作であることがわかっているのであれば１回あるいは２回ぐらい
発作があれば動物病院へいって，発作を抑制する処置をしてもらうのが良いでしょう（群発発作
の子も当然，日常は特発性てんかんの抗てんかん薬療法を行っていることが普通です）．また病
院によっては群発発作が危惧される動物に は抗てん かん薬（ジアゼパム）の坐薬や点鼻薬
が渡されることもあります．発作が起こり始めたらそれを処方することで発作の回数や重症度
が軽減されます．それでも治まらない場合はやはり動物病院へ行って以下の様な治療を行っても
らう必要があります．
発作重積は群発発作よりも危険性 が高く，即 時 的な治療が必要です ．１回の発作が５１０分 経っ ても終 わら ない ，ある いは １回 の発作 が終わ る前 に次の 発作 が始 まって しま
う場 合は そ のま ま急 い で動 物病 院へ 連 れて 行き ま しょ う．その後おそらく数日間の入院が
必要になることがあります．
群発発作や発作重積の治療は基本的に以下のようなものが含まれます；
① フェノバルビタールあるいはジアゼパムの静脈内注射
② ステロイド剤の静脈内注射
③ 脳圧降下剤の点滴
④ ①③でも効果が弱い場合，全身麻酔薬（ペントバルビタール）の注射で眠らせてしまう
ことがあります．おそらく１-２日間は眠ることになると思いますが，一番確実に発作を抑
えることが出来ます．
これらの集中的な治療で効果がない（①-④までの治療を行っても発作が出続ける）場合は非常
に危険であり，そのまま死に至ることもあります．いずれにせよ，特に発作重積には十分な注意
が必要で，早急な対応が求められます．

３．４．てんかん動物の飼育管理
これまで，てんかんの治療とその注意点について，ちょっと脅かし気味に色々と説明してきま
したが，（群発発作や重積発作でない限り）て んか ん はそれ ほど 怖い 病気 では あり ませ ん．
先にも述べたかもしれませんが，てんかん発作は（特に全般性強直間代性発作は）その症状が激
烈なために「死んでしまうのでは」とか，「苦しそう」と思われがちです．また私も良く飼い主
さんに質問されるところです．実際は本人（本犬 or 本猫）に直接聞いてみないとわかりません
が，一般にてんかん 発作は苦しくあ りません（ヒトのてんかん患者さんがそういっているの
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で）
．なぜなら脳の全体が興奮しているので意識が無く，てんかん発作中のことは覚えていませ
ん（単純部分発作を除く）．ただ発作が終わり，意識が回復したときに「なぜこんなに体が疲れ
てるのだろう？」とか「あれ？何があったんだ？」と思っているかもしれません．また発作重積
や他に体に異常（例えば心臓が悪いとか腎臓が悪いとか）がなければ１回のてんかん発作 で死
んでしまうようなことはあ りません．
良く聞かれる質問に「発作の時どうすればよいの でしょう？」と聞かれることがあります
が，答えは「特に 何もす ることは ありま せん」です．強いていうならば，周りの危険なもの
（花瓶やコップ，釘など）を退かすとか，発作の症状をよく観察してもらうことです（発作症状
をビデオで撮れれば，それが診断の役に立つことがあり，獣医としてはとてもありがたいです）
．
逆に発作中の動物に 手を出すことは 危険です．発作中は意識がありませんし，筋肉が勝手に
動いているので咬まれたら大変なことになります．良くヒトのてんかんで患者さんに（舌をかむ
から）タオルを咬ませろとかいわれますが，犬や猫にする必要はありません．発作が終わってか
らあまりハァハァいって，体温が高いようなときは水を含ませたタオルで体を拭いてやるだとか，
氷枕で体を冷やしてやるのも良いかもしれません（冷やしすぎは良くありませんが）．
てんかんの動物の中には発作前に「前兆（ アウ ラ）」と呼ばれる，発作が起こりそうな気配
を感じる（あるいは飼い主さんが気づく）症状をしめす子もいます．一番多いのは急に不安そ
うになって，飼い主にすり寄ってく るとか，どこ かへ隠れてしまうなどです．不安そうに
なって近づいてきたときは声をかけたり，抱き上げて愛撫するだけで発作が起こらないこともあ
りますし，部分発作であればそれで止まる事もあります．逆にこのようなときに脅かしたり，興
奮させたりすることは避けるべきでしょう．
「前兆」とはちょっと違いますが，発作症状のところで説明した発作前にある特別な状況に注
意する必要があります．例えばドアベルが鳴ると発作を起こすとか，テレビをつけると発作を起
こすなどです．こういったある特 定の状 況が起 こる とてんか ん発作 を起こ してし まうこと
が明 らか なと きは ，そ の状 況を 極力 避け る必 要が あり ます（でも，避けられないことの方
が多いと思いますが）
．
飼い主さんが出来ることとして，先ほどビデオ撮影を挙げましたが，その他にてんかん発作の
記録があります．例えば「てんかん手帳」なるものを作成し，何月何日何時頃，どの様な発作を，
どのくらいの時間起こしたのか，など日記をつけていただければ幸いです．カレンダーにマーク
するだけでもとても有用な情報になります．
この他，特に生活する上で注意するようなことはありません．特発性てんかんの場合，抗てん
かん薬を飲んでいる限り（発作がないとき）普通の犬（あるいは猫）と何ら変わりません．特に
獣医師から指示のない場合，あるいは避けるべき特定の状況が無い場合は普通のご飯を食べ，普
通に散歩したり運動したりして構いません．ワクチン接種や去勢（避妊）手術も受けて構いませ
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ん．ただし，そのような場合，獣 医師 に「 この 子は てん かん です 」と 前も って 伝え ておく
必要があります．様々な薬の中にはてんかんの患者に使ってはいけない薬も数多くあるので獣
医師にてんかんであることを伝えるのを絶対に忘れてはいけません．このような状況を避けるた
めに，またてんかん動物の生涯的な飼育管理のため，特別な状況がない限り，動物病院を変えた
り，獣医さんを変えたりするのはやめた方が良いと思います．できればかかりつけの担当の先
生（ホ ーム ドク ター ）を 作っ て，飼い主さんと一緒になっててんかん発作の治療を進めてい
くことをお奨めします．

３．５．てんかんの予後
てんかん患者の飼い主さんから良く受ける質問で「早く死んでしまうのでしょうか（寿命が短
いのか）」というものがあります．これは困った質問です．てんかんが特発性てんかんでしかも
抗てんかん薬療法にうまく反応してくれれば，答えは「普通の子と変わりません」と言えます．
しかし症候性てんかんであればその動物の予後は「原因に対する治療がうまくいくかどうか」に
かかっています．特発性てんかんであっても，群発発作の子や難治性てんかんであれば，寿命は
短いかもしれません．少なくとも何らかの神経症状が出てしまうおそれがあります．難治性てん
かんや発作重積を経験した動物の脳は繰り返される発作のために脳が少しずつ損傷されていき
ます（発作性脳損傷，または二次性脳損傷）
．最も一般的な症状は痴呆や性格の変化です．飼い
主さんを認識できなくなったり，夜中に徘徊したり，意味もなく吠えたてます．このような症状
を示す子の脳はＭＲＩでみると，正常な動物に比べ明らかに萎縮していたり，脳の一部が壊れた
りしています．それが寿命の長さを左右するかどうかは一概には言えませんが，少なくとも日常
の生活に苦労すると思います．またこのような（てんかん発作のコントロールがうまく出来ない）
動物ではよりてんかん発作が頻繁に，あるいは強くなっていきます．
このようにてんかんの予後については，発作のタイプやてんかんの種類によって変わります．
でも，犬で一番多い「特発性てんかん」で抗てんかん薬療法によりてんかん発作が抑制できる場
合は，私の師匠が言う言葉を借りると「てんかんの動物が抗てんかん薬を飲むのは，目の悪い人
が眼鏡をかけるのと同じ」で，特に生活の質が落ちたり，寿命が短かったり，頭が悪かったりす
ることはありません．
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終わりに
これまで「てんかん」という病気について色々と書いてきました．てんかんは日本獣医畜産大
学の付属家畜病院（現・日本獣医生命科学大学付属動物医療センター）で最も多い神経病です．
本学は大学病院なので比較的難しい病気の犬猫が来院しますが，てんかんは正しい知識と治療さ
え行えればそれほど難しい病気ではありません．
いまこの犬猫の「てんかん」という病気の中でもっとも求められているのは，「なぜてんかん
が起こるのか？」という疑問に対する答えと「難治性てんかんの患者さんの治療」の二つです．
我々は日夜このことを達成するためにてんかんの研究を行っています．
「なぜてんかんが起こるのか？」については遺伝的な背景を研究したり，DNA を解析するな
ど，動物種を越えて色々な生化学的研究が世界的に進められています．つい最近，私も遺伝子解
析などを始めましたが，飼い主や開業獣医の先生方に還元できるようになるにはまだまだ先の話
しになりそうです・・・．
また「難治性てんかんの治療」に対してはヒトのてんかんで既に実現しているてんかん外科手
術（手術でてんかんを治す）が犬猫でも近い将来行われることになるでしょう．
繰り返しになりますが，てんかんはそれほど怖い病気ではありません．上に挙げた２つの問題
が解決されれば，さらにその脅威はなくなると思います．それまではなんとか，この冊子に書か
れた様に獣医師と飼い主さんが中心となって「てんかん」という病気，それをもつ動物とうまく
つきあっていくことが大事だと思います．
現在，以前から構想を練っているより完全かつ専門的な（申し訳ありませんが獣医師専用にな
るでしょう）「犬猫のてんかん学 Canine & Feline Epileptology（仮）」を本格的に執筆しよう
と考えております（実はこの「てんかん読本」もこの構想を練っている際に思いつきで作ったも
のです）．これを目にして頂いた出版社・編集部の方がおられましたら是非ご一報を（出版に至
のには３年くらいかかると思いますがね）
．

長谷川

大輔
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