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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。

関西でも 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？



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

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。

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。

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。

パープルデー大阪 2022　活動方針
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「学校に詳しい人と繋がってみた。」

「働いている人と繋がってみた。」

「パープルデーをやってはる人と
繋がってみた。」

公開講座

公開講座

てんかんトークルーム

大星 大観（市立伊丹病院 小児科）
木水 友一（大阪母子医療センター 小児神経科）

井上 岳司（大阪市立総合医療センター 小児脳神経内科）
温井 めぐみ（大阪市立総合医療センター 小児言語科 兼 小児脳神経内科）

最上 友紀子（大阪母子医療センター 小児神経科）
小出 泰道（パープルデー大阪 代表）

てんかんトークルーム
最上 友紀子（大阪母子医療センター 小児神経科）

小出 泰道（パープルデー大阪 代表）

九鬼 一郎（大阪市立総合医療センター 小児脳神経内科）

全国の PurpleDay 活動を一挙
ご紹介！
皆さんからのインタビューも
集めました。

これからの PurpleDay を当日
一緒に考えてゆきます。



2022 年の冬、われわれは連日、二つのニュースを見ない日はありません。一つは昨年か

ら続く新型コロナウイルス感染症の流行、もう一つはロシアによるウクライナ侵攻など、

国際情勢の大きな変化です。ウイルスは目に見えない力でわれわれの物理的な距離を遠

ざけてしまいました。ウクライナの人々の置かれた状況を考えるとき、日常の我々の生

活にも重苦しい気分がただよっています。しかし一方で落とし物が届いた、といった、

小さな地方版のニュースなどみてはほっとする自分もいます。閉鎖的な空気の中でみん

なが求めているものは、日常の小さな喜びなのだと感じます。それは上記のような状況

が少しでも改善されることはもちろん、日常の一部に起きたほんの小さな喜び、そうし

たものが人を支えているのだと思います。

てんかんはやはりまだ一般の方に正しい知識が普及しているとは言えません。患者さん

も日々の生活の中で、てんかんにまつわる不安を感じておられる方が多数おられます。

私たちはてんかんをお持ちの方に、少しでも小さな喜びを感じていただければと願って

います。今年も私たちは自分たちができることを少しずつ行います。小さな一歩ですが、

てんかんについての正しい知識を一般の方にお持ちいただけるようにしたいと思います。

「てんかんをそれなりにわかっている」人が増え、てんかんをお持ちの方がごく普通にて

んかんを話題にして生活できるような社会が、いつの日か実現されればと思っています。

全国、世界中に多くの同様の願いを持った人がおり、このパープルデーの活動をしてい

ます。今年も皆さんに少しでも楽しんでいただければ、そしてその楽しさの向こうに見

据えている共生社会をつうじて、いつか小さな喜びを感じていただける機会ができれば

と願っています。今年もオンラインではありますが、てんかんの勉強、合唱や吹奏楽の

演奏など、いろいろな企画を取り入れております。どうぞお楽しみください！

パープルデー大阪 2022　開催にあたり

パープルデー大阪代表 小出 泰道



今年（2022 年）もパープルデー大阪の日がやってまいります。
パープルデー大阪は、現在はてんかん専門医と御家族で世話人をさせて頂き、多くのお子さ
んや御家族と多くの医療者の方々と連携を取り、御協力いただきながら企画しております。
また、多くのご家族には、SNSなどでの拡散を頂いており感謝しております。
パープルデーの理念として、多くの人にてんかんを正しく知ってもらう事があり、そのため、
皆で一緒に作り上げていくのを特徴とし、私をはじめ医師達もそれをとても楽しみにしてい
ます。ことしは、その様子を世話人それぞれが語る YouTube 番組（「てんかん喫茶店または
nanacara ラジオ」で検索ください）も放映させて頂いております。

その活動の一つとして、われわれてんかん専門医が提供できることとして、公開講座を毎年
開催しています。昨年は趣向を凝らし、「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」を意識する内容でお届けし、沢山の方々にみて頂
きうれしく思いました。今年は、多くの方々から頂いた声として、今一度てんかんの基本的
なことをしっかり学びたいということでしたので、「しっかり」とお届けしたいと思います。
ただし、せっかくの機会ですので、最新のバージョンにアップデートさせて頂いております。
また、例年好評の質問コーナー「てんかんトークルーム」は今年は 2 回にわたってもうけさ
せて頂き、みなさまと相互的な時間を創れたらと思っています。本来全員がお答えてしたい
のですが、まだまだ COVID19 流行 の懸念が強くなっているため、今年も代表して 2 名がお
答えさせて頂くことにいたしました。
最後になりましたが、COVID19 流行が続き 2022 年もオンライン開催となったパープルデー
大阪を少しでも楽しい企画にしたいと考え、はじめて（1/3）24時間テレビという企画にチャ
レンジさせて頂きます。本講座はその中心的企画であります。
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。

所属学会・資格：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、関西国際大学こど
も学非常勤講師（病児の教育、病児の保育部門）

1996 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）
1997 年　　　　　   京都大学医学部付属病院（小児科研修医）
1998 年～2001 年　 兵庫県立塚口病院（兵庫県立こども病院）
2001 年～現在　　　大阪市立総合医療センター（小児脳神経内科）

略歴

講座企画のことば

大阪市立総合医療センター　小児脳神経内科 岡崎 伸



てんかんの発作をしっかり押さえる

市立伊丹病院　小児科　

大 星  大 観

～” けいれん” だけじゃないてんかん発作（ウエスト /ドラベ症候群なども含めて）～

公開講座
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　てんかんは 100 人に 1 人の割合で起こるありふれた病気です。てんかんの症状は脳の神

経細胞の電気的な一過性の興奮によって起こり、てんかんの症状をてんかん発作といいます。

てんかん発作というと”けいれん”を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、脳には色々

な役割が備わっているので、脳のどこの場所で興奮が起こるかによって症状も様々です。意

識が保たれている発作や、突然ぼーとして意識がなくなり動作が止まるもの、一瞬の手足が

ピクっとなる発作、赤ちゃんがうなずく様な動作を繰り返す発作もあります。てんかん発作

をしっかり押さえることは、薬剤選択や手術などの治療方針を決めるために重要です。また、

発作症状と年齢や脳波所見を総合的に判断して今後の見通しが立つこともあります。

　今回は、比較的よく見るてんかん発作からめずらしい発作までいくつか取りあげて説明し

たいと思います。てんかん発作だと気が付きにくい症状や、逆にてんかん発作と勘違いしや

すい症状もあります。てんかんを疑った場合に、どういったポイントを押さえればいいのか

を知って頂く機会になれば幸いです。

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 

平成 21年 　　　　　　兵庫医科大学卒業 

平成 21年～平成 23年  市立吹田市民病院 　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　  

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 医長 

略歴



てんかんの治療の基本戦略をしっかり押さえる

大阪母子医療センター　小児神経科

木 水  友 一

～特に、大切なお薬のことを（ウエスト /ドラベ症候群なども含めて）お伝えします～

公開講座
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　てんかん治療の三本柱は、薬物療法、外科的治療、食事療法と言われています。後者二つ

は薬物治療で十分な効果が得られなかった場合に選択されるものであり、てんかん治療はま

ず薬物治療（抗てんかん薬の内服）から始まります。今回は、てんかん治療の基本戦略であ

る薬物治療に焦点を当ててお話しようと思っています。てんかん治療の目標は、発作を抑制

し、かつ生活の質を可能な限り保つことです。てんかんを持つ方の 7 割は 2 剤目までに発

作が抑制されます。抗てんかん薬の開発も進み薬の選択肢も広がっています。ただ、それが

本当に患者にとってベストの薬剤であるかは使ってみて、その効果や副作用等の経過を診な

ければ分からず、時にはうまくいかないこともありえます。そして、薬物治療の成功には発

作が起こりにくくするためのご自身での環境調整も非常に大切です。てんかんの治療は長い

期間を要します。治療目標を達成するためには、患者さんやその家族と医師が互いに信頼し、

協力する共同作業的な治療の継続が必要だということをご理解頂ければと思います。皆様に

医師がどのような考えで治療を提案しているかをお伝えできれば幸いです。

所属学会・資格：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 

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

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　医長

　　 ～現在　　

略歴



てんかん発作の救急対応をしっかり押さえる

大阪市立総合医療センター　小児脳神経内科

九 鬼  一 郎

～過去・現在・未来とブコラム最新情報～

公開講座
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　目の前で「てんかん発作」を目撃した場合、「驚く」「不安になる」「こわく感じる」「何を

どうしていいのか分からなくなる」などの感情を抱くことが多いと思います。適切な救急対

応ができるように、ある程度シュミレーションしておくことが大切です。①発作中にしては

いけないこと、②発作中にできればやっておきたいこと、③救急車をよぶタイミングに分け

て、「しっかり」説明します。

てんかん発作の大部分は 5-10 分以内に自然に止まります。5-10 分以上続いた場合は自然に

止まりにくくなり、発作が遷延することが予想され、30 分を超えると脳への悪影響が出る

可能性があると言われています。発作による脳への悪影響を回避するためには、できるだけ

早くに発作を停止させる必要があります。今まではジアゼパム坐剤（ダイアップ ®）が使わ
れてきましたが、効果が出るまで時間がかかり、下着を脱がす必要がある点が問題でした。

2020 年 12 月にミダゾラム口腔用液（ブコラム ®）が発売されました。海外では 10 年以上
前から使われている薬で、てんかん重積状態に対して使用できます。液体の薬であり頬と歯

茎の間に入れるため、吸収が早く即効性が期待できます。当日は、使用上の注意点や将来の

展望についても「しっかり」説明します。

所属学会・資格：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）大阪市立住吉市民病院　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　小児神経内科医長

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

略歴



てんかんと発達をしっかり押さえる

大阪市立総合医療センター　小児言語科 兼 小児脳神経内科　

温 井  め ぐ み

～健やかな発達のために私たちができること～

公開講座
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　「てんかんは脳が原因で起こる」と聞いて、発達への影響を心配されたことのある方は多

いのではないでしょうか。ほとんどのてんかんは発達に影響しませんが、一部のてんかんで

は、発達を考慮した治療を行う必要があります。

てんかんを持つお子さんと関わる人に一番知っていてほしいことは、発作を恐れてお子さん

の行動を過度に制限することは、発達の妨げになる可能性があるということです。お子さん

が同年代の子ども達の中で過ごす経験は、成長・発達に必要な運動能力や社会生活能力を形

成し、自信や達成感を育むために大変重要です。てんかんを持つどのお子さんも、発作が起

きている時間より、発作が起きていない時間の方がはるかに長いのです。お子さんごとに違

う発作の起こりやすいタイミングや症状、発作が起きたときの対応方法などについて、保護

者と幼稚園・保育園・学校などで共有して頂き、「どのように工夫すれば参加できるか」と

いう視点で考えていただくことが大切です。

てんかんが発達に影響するメカニズム、健やかな発達のために私たちができることについて、

一緒に学んでみませんか。

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、

　　　　　日本高次脳機能障害学会

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

平成 17年 3月　大阪市立大学医学部医学科　卒業

平成 17年 4月　大阪市立総合医療センター　臨床研修医

平成 19年 4月　大阪市立総合医療センター　小児科レジデント

平成 22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

平成 27年 4月　現職

略歴



難治なてんかんの治療戦略をしっかり押さえる

大阪市立総合医療センター　小児脳神経内科

井 上  岳 司

～手術を考えるタイミングとその実際をお伝えします～

公開講座
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　適切な抗てんかん薬を２ -３種類使用しても発作が抑制されない場合、てんかんの手術を

考えるよいタイミングになります。その際には、てんかんの診断、検査結果、手術により改

善が期待できる点と難しい点、生じるかもしれない後遺症などをしっかり理解した上で考え

る必要があります。てんかんの手術は「病変・焦点切除術」、「脳梁離断術」、「迷走神経刺激療法」

の大きく３つに分かれます。「病変・焦点切除術」は、てんかん発作の出どころ（てんかん焦点）

の場所がはっきりしている場合に選ばれます。「脳梁離断術」は、てんかん焦点がはっきり

せず、大脳の左右の連絡の役割を果たす脳梁を離断（切り離す）ことで、てんかん波の広が

りを抑える手術です。「迷走神経刺激療法」は、てんかん発作を緩和する作用のある首の横

を走る迷走神経に電気的な刺激を与える装置を埋め込む手術です。これら三つの手術は互い

に補い合い、「脳梁離断術」後に「病変・焦点切除術」、その後に「迷走神経刺激療法」へ移

行することも可能です。ご本人、ご家族にとって大きな決断を要する手術になります。てん

かんの手術の実際とそれぞれの特徴について一緒に学んでいきましょう。

所属学会・資格：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　代議員

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

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

略歴









てんかんトークルーム

コーナー

質問

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）

1999 年　　　　　  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西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

2004 年 12月　　　大阪母子医療センター小児神経科

2005 年 6月　　　  大阪大学小児科

2006 年 4月　　　  大阪母子医療センター小児神経科

2009 年 7月　　  　静岡てんかん神経医療センター

2012 年 4月　　　  大阪母子医療センター小児神経科

略歴

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

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　副医長

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～現在　小出内科神経科、淀川キリスト教病院 小児科てんかん外来　  　　　 

略歴

　今回も盛りだくさんの講演内容です。

てんかんについてのちょっとした疑問や不安なんでも大丈夫です。リアルタイムで一緒に考

え、できるだけたくさん答えていきたいと思っています。今年のパープルデーを皆さんと一

緒に過ごせることを楽しみにしています。

大阪母子医療センター
小児神経科　

最 上  友 紀 子

パープルデー大阪 代表　

小 出  泰 道



1999 年　　　　　  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西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

2004 年 12月　　　大阪母子医療センター小児神経科

2005 年 6月　　　  大阪大学小児科

2006 年 4月　　　  大阪母子医療センター小児神経科

2009 年 7月　　  　静岡てんかん神経医療センター

2012 年 4月　　　  大阪母子医療センター小児神経科

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

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　副医長

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～現在　小出内科神経科、淀川キリスト教病院 小児科てんかん外来　  　　　 










