
パープルデー大阪2021公開講座

「てんかん」について、
私の親しい人に知ってほしい

【主催】
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厚⽣労働省科学研究費補助⾦ 難治性疾患政策研究事業

稀少てんかんに関する包括的研究班



パープルデーは2008年カナダで9歳の少⼥だったCassidy Meganさんが、⾃らの
てんかんについて周囲に打ち明ける際に経験した様々な葛藤を通じ、

「世界中の⼈にてんかんについてもっとよく知ってほしい。てんかんであるが
ために差別や孤独を感じている⼈に、あなたは⼀⼈ではないと伝えたい」とい
う願いから創設されたてんかん啓発イベントです。

Purple Dayの紫は彼⼥が愛するラベンダーの⾊に

由来しています。現在では3⽉26⽇やその前後に、

世界各国でてんかん啓発活動が⾏われるように

なっています。

⽇本でも全国てんかんセンター協議会などが中⼼となって、「パープルデー企
画実⾏委員会」が組織されており、⽇本各地でイベントが⾏われるようになっ
ています。

関⻄でも2016年10⽉には第43回⽇本てんかん協会全国⼤会に合わせ、和歌⼭
城のライトアップなどのイベントが⾏われました。2015年7⽉には創始者であ
るCassidy Meganさん⾃⾝がアニタ・カウフマン財団(The Anita Kaufmann 
Foundation,てんかんや脳外傷を持つ⼈々に関する啓蒙活動を⾏っている団体。
パープルデーの世界的スポンサー)の関係者とともに来⽇し、各地のパープル
デーに関連する⼈々と交流する機会もありました。

このような活動が⾏われているなか、我々は⼤阪でもてんかんの患者さんのた
めにこのパープルデーの趣旨に賛同し、啓発活動を⾏いたいと願うものであり
ます。

活動へのご参加を⼼よりお待ちしております。

パープルデーとは

▲創始者 Cassidy Megan
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私たちは、てんかんに関わる⼈と⼀般の⽅が交わるタッチポイントの創出を⽬
指しております。そのため、⼀般の⽅でも参加できるオープンなイベントを開
催いたします。イベントの参加を通して共感を⽣むこと。それが社会全体のて
んかんに対する理解に繋がり、てんかんにまつわる様々な課題解決の⼀歩にな
ると信じています。

てんかんとは100⼈にひとりがかかる
⾝近な病気という認識を広める

てんかん患者と家族が“わたし、てんかんなんだよ”ということを
気軽に⾔えるような社会を⽬指します。

イベントやSNSを通して、てんかん患者同⼠のつながり、
そして、てんかんと無関係だった⼈とのつながりを創る

知

絆

ゴール

パープルデー⼤阪2021 活動指針
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公開講座（概要）

2021年3⽉20⽇ 13時30分〜15時30分（予定）⽇時

パープルデー⼤阪YouTube公式チャンネル配信

パープルデー⼤阪実⾏委員会主催

厚⽣労働省科学研究費補助⾦ 難治性疾患政策研究事業
稀少てんかんに関する包括的研究班共催

参加 YouTubeのパープルデー⼤阪公式チャンネルにてLive配信



皆さんこんにちわ。パープルデー⼤阪代表の⼩出泰道です。

新型コロナウイルス感染症は2021年3⽉現在、医療関係者へのワクチン接種が開始さ
れた（私も接種を受けました）ところですが、まだ終息を⾒通しがたい状況が続いて
います。我々パープルデー⼤阪のてんかん啓発活動も昨年からオンラインでのイベン
トを⾏うなど、⼤きな影響を受けてきました。不要不急のイベント⾃粛が叫ばれるな
か、てんかんの啓発活動は不要でも不急でもない、という思いから、今年こそは皆さ
んに直接お会いしてイベントができないかと模索してきました。しかし、ことしもや
はり⼤掛かりなイベントは開催が困難と判断せざるを得ませんでした。この判断に⾄
るまでにいろいろな⽅にご⼼配をおかけしたことも⼼苦しく思っています。

しかしこのような息苦しい状況の中でもできる啓発活動は何なのか、われわれ昨年か
らずっと検討を重ねてきました。その結果、今年も昨年多くの⽅にご参加いただいた
オンラインでのてんかん講座を⾏うことと、⼤阪を代表するランドマークであるハル
カスと、市⺠の憩いの場として⻑年親しまれてきたてんしばで、⼀般の⽅に向けた啓
発イベントを⾏う機会をいただくことができました。オンライン講座はてんかんをお
持ちの⽅の周囲の⽅にてんかんについての理解を深めていただける機会になればと、
講師の先⽣⽅も⼀⽣懸命準備をしてくれています。ハルカス・てんしばでのイベント
は通りすがりの⽅に「てんかん」についてカジュアルに理解を深めていただく機会を
つくりたい、そのことをつうじて、てんかんをお持ちの⽅のご病状に少しでも理解を
⽰す⽅を増やしたい、という我々の⽬標を少しでもかなえられたらと思っています。

ほか、パープルデーに以前からかかわってくださる、あるいは今回から新たにかか
わってくださっている⾳楽関係者の皆さんによる演奏など、新しい企画もめじろ押し
となっています。多くの⽅がこの活動に加わってくださっていること、⼼から感謝を
申し上げたいと思います。

皆様にもいろいろな形で我々の活動にご参加いただけることを願っています。パープ
ルデー⼤阪をこれからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

パープルデー⼤阪2021 代表挨拶
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パープルデー⼤阪 代表

⼩出泰道（こいでやすみち）
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⼤阪市⽴総合医療センター⼩児神経内科
⼩児⻘年てんかん診療センター 副部⻑

岡崎伸（おかざきしん）

平成 8年 福井医科⼤学医学部医学科卒業
⼤阪府済⽣会中津病院（⼩児科研修医）

平成 9年 京都⼤学医学部付属病院（⼩児科研修医）
平成10年 兵庫県⽴塚⼝病院（兵庫県⽴こども病院）
平成13年 ⼤阪市⽴総合医療センター（⼩児神経内科）
〜 現在

⽇本⼩児科学会 専⾨医・指導医、⽇本⼩児神経内科学
会 専⾨医、⽇本てんかん学会 専⾨医・指導医、緩和医
療学会CLIC（⼩児医療に携わる医師に対する緩和ケア研
修会）ワーキンググループ、⽂部省科学研究（挑戦的研
究）岡崎班：主任研究員、関⻄国際⼤学こども学⾮常勤
講師（病児の教育、病児の保育部⾨）

＜略歴＞

パープルデー⼤阪は、てんかんがあるお⼦さんの御家族と医療関係者で企画しており
ます。さらには企画の経過中に、関係する沢⼭のお⼦さんと御家族に⼿伝って頂いた
り、拡散して頂いたりをお願いしながら、⼀緒に作り上げているのが特徴で、私をは
じめ医師達も、それをとても楽しみにしています。その過程やイベントで、より広い
⽅に「てんかん」について、できるだけ正しく知ってもらうことが、パープルデー⼤
阪の⽬的と考えています。

この公開講座は毎年開催していますが、私達医師が活躍できる場で嬉しく思っていま
す。今年は趣向を凝らし、「⼩学⽣がわかるように」と「おじいちゃんやおばあちゃ
んにきいてもらってちょうどわかり易い」を意識する内容としております。パープル
デー⼤阪の⽬的「より広い⽅に知ってもらう」が、また⼀歩進めばと思っています。
もちろんそれ以外の⽅に聞いて頂いてもわかり易い内容になっております。講師の先
⽣⽅は、⽇頃の診療経験をもとに、てんかんがある⼦どもや家族のことを思いながら、
わかり易く内容を作ってくれています。

また、質問コーナーは今年もしっかり時間をとっており、できるだけたくさんの質問
に答えたいと思っています。昨年は全員でお答えていましたが、今年はCOVID19流⾏
の懸念が強くなっているため、代表して2名がお答えさせて頂くことにいたしました。
みなさまぜひ視聴してみてください。

パープルデー⼤阪、OHANA、Kiitos、Cercle、ハミングオアシス、あそびかた研究会、スペシャルキッズサ
ポート振興協会 など、体に難病や障がいがある⼦どもと家族に向けたボランティア活動やその研修会を
同志の⽅々と企画しています。

公開講座・企画監修
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みんなは「てんかん」という名前の
病気を聞いたことがありますか？
まったく知らない⼈や、聞いたこと
はあるけど良くしらない⼈も多いか
もしれませんね。今回はぜひ「てん
かん」を正しく知ってもらいたいと
思います。

「てんかん」はだいたい100⼈に1⼈
の割合でどんな⼈でもなるかもしれ
ない病気で、めずらしい病気ではな
いんです。「てんかん」は脳が原因
でおこる病気です。脳は僕らの体を
コントロールしている司令塔みたい
な役割をしていて、体の⾊んなとこ
ろと電気を使ってやり取りをしてい

「てんかん」？って何だろう？

公開講座

市⽴伊丹病院 ⼩児科

6

⼤星⼤観（おおぼしたいかん）

平成21年 兵庫医科⼤学卒業
平成21年〜平成23年 市⽴吹⽥市⺠病院 初期研修
平成23年〜平成26年 兵庫県⽴塚⼝病院

⼩児科 後期研修
平成26年〜平成29年 静岡てんかん・神経医療センター

ます。「てんかん」がある⼈では、
時に脳の電気のやりとりが上⼿にで
きなくなってしまって「てんかん発
作」という症状がでてしまうのです。
でもずっと発作の症状がでるわけ
じゃなく、多くの⼈はほかの⼈と変
わりなく普通に⽣活できます。その
ためにも⾃分にあったお薬をしっか
り飲んだり、時には⼿術をしたり⾃
分にあった治し⽅をみつけるのが⼤
切です。

所属学会・資格：⽇本⼩児科学会専⾨医、⽇本てんかん学会専⾨医、⽇本⼩児神経学会会員

＜職歴＞

平成29年〜令和2年 ⼤阪⺟⼦医療センター⼩児神経科
令和2年〜 市⽴伊丹病院⼩児科 医⻑

#1 てんかんをもつきょうだいさんやおともだちにきいてほしい
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みんなのクラスにも、脳（のう）や
⼼臓（しんぞう）や腎臓（じんぞ
う）に病気があったり、⼿⾜にまひ
があって⾞いすが必要だったり、治
療をしながら学校に通っているいろ
いろな友達がいるよね。今回はその
中で、「てんかん」という脳の病気
について説明します。誤解（ごか
い）されていることが多い病気なの
でしっかりとお話ししておくね。100
⼈に1⼈のこどもがてんかんになるの
で、学校のなかにもきっと何⼈かい
ると思います。急に倒れたり、
ぼーっとしたり、⼿⾜がかたくなっ
たりします。これを「てんかん発作

「てんかん」があるお友達について
ーこれだけは知ってほしいー

公開講座

⼤阪市⽴総合医療センター
⼩児神経内科・⼩児⻘年てんかん診療センター
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（ほっさ）」といいます。突然意識
（いしき）がなくなり、突然発作

になるので、⾃分ではなんともでき
ません。もし、⽬の前で倒れていた
り、名前を呼んでも返事しなかった
りしたら、怖がらずに周りから危険
なものをどけたりして安全を確保
（かくほ）してあげてね。そのあと
に⼤⼈の⼈を呼んできてね。てんか
んがあることは悪いことではないし、
コロナウイルスのようにうつるもの
でも“絶対”ないので、てんかんのあ
る友達が困っていたら、ぜひ助けて
あげてね。

九⻤⼀郎（くきいちろう）

所属学会：⽇本⼩児科学会、⽇本⼩児神経学会、⽇本てんかん学会、⽇本遺伝カウンセリング学会

平成14年3⽉ ⼤阪市⽴⼤学医学部医学科 卒業
平成14年4⽉ ⼤阪市⽴総合医療 センター 臨床研修医
平成16年4⽉ ⼤阪市⽴総合医療センター ⼩児神経内

科臨床研究医
平成18年4⽉ （兼務）⼤阪市⽴住吉市⺠病院 ⼩児科
平成23年4⽉ 静岡てんかん・神経医療センター ⼩児

科研究医

平成24年4⽉ ⼤阪市⽴総合医療センター ⼩児神経内
科医⻑

現在に⾄る

取得専⾨医：⼩児科専⾨医・指導医、⼩児神経専⾨医
てんかん専⾨医・指導医、臨床遺伝専⾨医

＜経歴＞

#1 てんかんをもつきょうだいさんやおともだちにきいてほしい
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⼈それぞれに個性があるように、て
んかん発作にも⼀⼈⼀⼈個性があり
ます。その個性、発作の特徴を知る
ことで皆が安⼼、協⼒して発作に対
応できるようになります。顔⾊が悪
くなったり、⼿⾜ががくがくする発
作を初めて⾒た際には、どうしても
慌ててしまうことがあります。
ぼーっとするだけ、⼿⾜をもぞもぞ
動かすだけで発作かどうか分かりに
くいこともあります。当⽇は代表的
な発作の名前とその特徴をイラスト
をお⾒せしながらお伝えしますが、
発作の名前を覚えていただく必要は
ありません。それぞれの発作の特徴

てんかん発作にも個性がある！
〜イラストでみるてんかん発作〜

公開講座

⼤阪市⽴総合医療センター
⼩児神経内科・⼩児⻘年てんかん診療センター
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井上岳司（いのうえたけし）

平成17年3⽉ ⿃取⼤学医学部医学科卒業
平成17年4⽉ 京都第⼆⾚⼗字病院 臨床研修医，⼩児

科後期研修医
平成20年4⽉ ⼤阪市⽴総合医療センター

⼩児神経内科 シニアレジデント

を少しずつ頭の中に⼊れていただき、
実際の発作を⾒られた際にご⾃⾝の
⾔葉でその特徴を表現していただけ
ればと思います。我々はそれを聞い
て、その時の⼿⾜の動きは？、⽬や
顔はどっちを向いていましたか？、
など伺うこともあるかと思います。
得られた貴重な情報は、発作の焦点
（場所）の同定に役⽴ち、適切な治
療に結びつくことになります。

所属学会：⽇本⼩児科学会、⽇本⼩児神経学会、⽇本てんかん学会、⽇本臨床神経⽣理学会、
⽇本⼩児救急医学会

＜職歴＞

平成25年4⽉ 京都⼤学⼤学院医学研究科
臨床神経学、てんかん・運動異常⽣理学
講座 EEG/Epilepsy fellow

平成28年4⽉ 現職

#2 てんかんがある⼦どものご親戚や関係者向け
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私からは、てんかんを持つ⼦どもを
預かる⽴場の⼈である祖⽗⺟や幼稚
園、学校の先⽣、児童福祉施設のス
タッフの⽅々に、てんかん発作時の
対応などの預かる側に必要な基本知
識をお伝えしたいと思います。まず、
てんかん発作を起こした児童の安全
確保の⽅法、救急⾞を呼ぶ基準、⾃
動症の対応など発作時に必要な対応
を具体的にお⽰しし、けいれんが⻑
く続いた時のリスクやてんかんの薬
についての情報もお伝えします。次
に⼦どもを預かるための準備として、
安全に⾒守るための環境設定や学校
等での屯⽤座薬の使⽤など

てんかんを持つ⼦どもへの対応
〜⼦どもを預かる⽴場にある⼈に知っておいて欲しいこと〜

公開講座

⼤阪⺟⼦医療センター ⼩児神経科
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⽊⽔ 友⼀(きみずともかず)

平成19年3⽉ 近畿⼤学医学部 卒
平成19年4⽉ ⼤阪⼤学医学部付属病院 初期研修
平成21年4⽉ ⼤阪⼤学医学部⼩児科 ⼊局
平成21年4⽉ 市⽴豊中病院 ⼩児科 後期研修

所属学会：⽇本⼩児科学会、⽇本⼩児神経学会、⽇本てんかん学会、⽇本臨床神経⽣理学会

＜略歴＞

平成24年4⽉ ⼤阪府⽴⺟⼦保健総合医療センター
⼩児神経科

平成27年4⽉ 静岡てんかん神経医療センター⼩児科
平成29年4⽉ ⼤阪⺟⼦医療センター⼩児神経科 医⻑

〜現在

#2 てんかんがある⼦どものご親戚や関係者向け

について、また配慮すべきこととし
て、てんかんとともに気になる特徴
を持つ⼦どもへの配慮や他の⼦ども
やその親への告知等についてもお伝
えします。てんかん発作の出現は予
測困難で時に重⼤な事につながる可
能性も考えられますが、関わる⼈々
が安全に⾒守るための知識を持ち、
準備をすることでそのリスクを⼗分
低くすることができると思います。
てんかんを持つ⼦どもが安全に⽣活
できる社会の実現のために今回のお
話が少しでも役⽴てば幸いに思いま
す。



05「てんかんトークルーム」

公開講座

⼩出内科神経科・パープルデー⼤阪代表
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⼩出泰道 (こいでやすみち)

平成14年3⽉ 広島⼤学医学部卒業
同年4⽉ 宗教法⼈南プレスビテリアンミッション

淀川キリスト教病院レジデント
平成16年4⽉ 淀川キリスト教病院脳⾎管/神経内科医員
平成19年4⽉ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構

静岡てんかん・神経医療センター

＜略歴＞

⼤阪⺟⼦医療センター ⼩児神経科 副部⻑

最上友紀⼦（もがみゆきこ）

平成11年3⽉ 奈良県⽴医科⼤学卒業
⼤阪⼤学医学部⼩児科⼊局

その後、NTT⻄⽇本⼤阪病院⼩児科、市⽴豊中病院⼩児
科、市⽴堺病院⼩児科にて研修
平成16年12⽉ ⼤阪⺟⼦医療センター⼩児神経科
平成17年 6⽉ ⼤阪⼤学医学部⼩児科
平成18年. 4⽉ ⼤阪⺟⼦医療センター⼩児神経科
平成21年. 7⽉ 静岡てんかん神経医療センター
平成24年. 4⽉ ⼤阪⺟⼦医療センター⼩児神経科
現在に⾄る

所属学会：
⽇本⼩児科学会
⽇本⼩児神経学会
⽇本てんかん学会

資格：
⽇本⼩児科学会専⾨医
⽇本⼩児神経学会専⾨医
⽇本てんかん学会専⾨医
⾝体障害者福祉法に基づく指定医（肢体不⾃由）

＜職歴＞

てんかんについての質問で、リアルタイムでご質問をお受けしてお答えする機
会は診察以外ではほとんどありません。もちろん専⾨家でもわからないことは
わからないのですが、できるだけのことにお答えしたいと思います。
今回の時間が皆さんのお役に⽴つことを願っています。

#3 質問コーナー

平成24年4⽉ 静岡県⽴こころの医療センター
慢性重症・司法病棟診療科 副医⻑

平成25年4⽉ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構
静岡てんかん・神経医療センター

平成26年4⽉ ⼩出内科神経科、淀川キリスト教病院
〜現在 ⼩児科てんかん外来
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【主催】

パープルデー⼤阪実⾏委員会

【 共 催 】

厚⽣労働省科学研究費補助⾦ 難治性疾患政策研究事業

稀少てんかんに関する包括的研究班

【 協賛】

ユーシービージャパン株式会社

第⼀三共株式会社

エーザイ株式会社

アルフレッサファーマ株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

【 協⼒】

⼤阪市⽴⻑居植物園、⼤阪⼩児てんかん研究会、⼤阪てんかん研究会

⽇本てんかん学会、⽇本てんかんセンター協議会

⽇本てんかん協会⼤阪⽀部、ドラべ症候群患者家族会

パープルデージャパン、ノックオンザドア、ノーサイド、グラースの会

⼤阪府教育委員会、⼤阪市教育委員会、堺市教育委員会

読売新聞社、朝⽇新聞社、毎⽇新聞社、産経新聞社

NHK厚⽣⽂化事業団

【 Special Thanks】

パープルデー⼤阪の活動を⽀える皆様

<順不同。⼀部予定企業・団体名>




















