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本症例は、意識消失・転倒・頬骨骨折の後に起こったてんかん発作に苦しむ

男性である。抗てんかん薬も奏効せず、精神的にも不安定をきたし、夫人に伴

われて当院に来院した。 i ¥＼、＼＜y ・：ア1レ'"/J¥ 91 -ド9・~・り，，；，文 i貞i,l.y',t/い(:,§ 

症 例 ： 62歳男性新聞社社員

初診：平成25年3月25日

主訴：異常なほど、臭いが気になる

言収｝（？） fいも11ル／か／＼メ と

現病歴：平成 23年 7月。某大学病院にてアルツハイマーと診断され、アリセ

プト D5mgを投与され服用していた。（副作用で気を失うことがある）

平成 24年 2月 3日、 (2月 20日で退職の予定であった）会社からの帰り

道。その日はばかに体調がよく身体が軽く感じられた。気分良く歩いていた

ところ、他人に追い越された。なにくそと思い追い抜いたら抜き返された。

少々意地になりまた、抜き返した。
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そんなことを繰り返してるうちに、分けがわからなくなり、気がついたら

病院にいた。

頬骨を骨折していた。］リ宝フ］卜-Dの服用は中止。":;＼― ’i 、、~.I(,:1 Iて、`1 1 ¥’;‘) i~-＼ r'.）)パ1}¥ 
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1ヶ月ほどで退院したが、通院の際に意識を失い再入院した。脳波を調べ ' 

るとてんかんの徴候があった。 その後、入・退院を 2~3度繰り返したが、

抗てんかん薬の投与は行われていない。

平成 24年 9月頃から臭いに敏感になり、自宅で鍋料理を食べたところ

ポン酢の臭いをかぎ、気持ちが悪くなり意識消失。夫人の観察によると、

その際、顔炉赤くなり→査扉ど三豆ーくんび＜をと痙饂が起こったという。救急

車を呼び入院した。

退院後、ふたたび通院し、平成 24年 10月、初めてテグレトール 100mg

を投与され服用したが奏効せず。炉＼ん在、9ヤ貪 ;J幻賃葛，
平成 25年 2月、互翌り／ートー！＂と 2-00mg•イーケプラ :oomg・デパスの 3 種

に薬が増量されたが症状は改善されず、ご飯を炊く臭いを嗅いだだけで気持

ちが悪くなる。

医師に相談したところ、「このままだと精神科にいってもらうことになり

ます」また、「そんなに臭いが気になるなら、鼻にテイッシュでもつめてお

いたらどうですか。」と言われ、最近では、医者に行くのがいやになった。
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朝も、起きられずに、毎日お昼頃まで寝ている。

五十肩の治療で通院中であった夫人に相談され、当院に来院することとな

った。（本症例は、以前、腰痛で何度か治療したことがある。）

タバコは吸わない。アルコールは週に 2~3回、ビール 1本程度飲んでい

たが、倒れてからは飲んでいない。

既往歴：特記すべきことなし。

家族歴：特記すべきことなし。

診察所見：身長 168cm体重 52kg血圧 95/65mmhg。一見、おとなしそうな人物

であり、趣味は高級オーディオと音楽鑑賞だが、今はまった＜聞く気もおき

ない。家族構成は、 3LDKのマンションで夫人（ゴスペル歌手）との二人暮

らしで、近所の養護施設に、夫人の母が入所している。

現在もっとも気になるのが、ご飯を炊くにおいで、（実家がパン屋で白米

はもともと好きではない。）調理が始まると自分の寝室に逃げている。

尿淵れ、失禁はない。視力低下がある。よくもの忘れをする。食欲はない。

食事中に意識を失うことがたびたびあると夫人に言われるのだが、自分では
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意識を失ったことを認識していない。

夫人に言わせると、起きているのが食事をするときくらいで、後はたいが

い横になっている。だから、意識消失なのか、それともただ寝ているだけな

のかわからない。また、いつ倒れるかわからないので、常に自分が付き添っ

ているという。

脈状は（玩＜叉気燥痰燥やや逆）・数脈・牌虚症

診 断：本症例は、複数回に渡り入退院を繰り返した後に、てんかんと診断さ

れている。本症例の主訴でもあり、発作の引き金になっていると考えられる

臭覚異常を改善するために鍼灸治療を行うこととし、週 2回の治療計画をた

てた。

対応：朝は、遅くとも 9:00am頃に起床し、外に出て、散歩程度の運動を行

うように指示した。 jiしてんかん：〗： ；： 0、↓位，＇｛ a tへ貨し`ー・,9と喜（

治療・経過：鍼灸治療は、脈状診における選穴を基に補寓を行い全身機能の回

復を図ると共に、臭覚に直接働きかけることを目的とし、以下のように行っ

た。

治療鍼はステンレス製 1寸 6分 4番 (50mm- 22号）を用いた。

治療体位は仰臥位で太白・公孫・臨丘・光明を、伏臥位で束骨・飛陽を補

法。是倫に直刺で 1cm刺入し 10分間置鍼。後に軽いマッサージを施し治療

を終了した。治療後、「とても気持ちがいい。」と言う。
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第2回 (3月29日4日目）黒田製コーケントー (3001-1000番）を鼻部に 10

分間照射。

第 7回 (4月 16日22日目）脈を取り直して治療部位を以下のように変更した。

陰陵泉・公孫・足三里・豊隆・通理・支正に補法。黒田製コーケントー鼻部

の照射を中止し (3002-5000)で頭部と足底部に交互に照射することとした。

臭いも以前程気にならなくなった、 1食事も出来る、と言う。

第 11回 (4月 30日36日目）胃経を 3点処置とし、下巨虚の補法を加える。

2時間程かけての長い散歩もできるようになった。この頃から、夫人に伴わ

れず一人で来院できるようになった。

第 14回 (5月 14日50日目） 5月 11日の夜に意識を無くしたと女房に言われ

たが、自分では憶えていない。毎日 5:30pm頃になると微熱 (36.9度）がで

る。交信に直接灸で 5壮を施した。

第 17回 (5月24日60日目） 5:30pmに出ていた微熱が 9:30pmに出るようにな

った。治療を以下のように変更した。

胃の 3点処置（足三里・豊隆・下巨虚の補法）と肺の処置として中府、鼻、

咽頭の処置として贔に 10分間の置鍼を行った。 9:30pmの微熱に対して、

激門・行間に寓法を施した。

第 18回 (5月28日64日目）前回の治療から、微熱が出なくなった。

第 20回 (6月4日71日目） 5月 31日。友人と飲みに行って、ビールを 1杯飲

んで帰ってきた。 1年 3ヶ月ぶりのビールである。行く前は心配だったが、

行けて良かった。

第25回 (6月21日88日目）治療を以下のように変更した。

公孫・陰陵泉・足三里・豊隆・下巨虚・太淵に補法。

第 48回 (9月 10日168日目）症状は安定している。本日より治療を週 1回と

する。

第 57回 (11月 12日231日目）昨日からまた、臭いが気になりだした。車の

排ガスの臭いが気になる。治療を週 2回に戻す。

第 64回 (12月 10日259日目）臭いは気にならなくなった。治療を週 1回に

戻す

(1月 21日301日目）今日は寒気がして気分が悪く、頭が抜けるようで歩

けない。と夫人から、連絡があった。体温を測定してもらったが、 36.5度で

あった。その際、意識消失の有無を確認すると、消失は無かったとのこと。

本日は治療日であったが、中止とした。

第 69回 (1月28日308日目） 1~2日寝ていたら通常にもどった。本症例は、

現在も治療継続中である。最終発作から 2年、発作の再現を認めることがな

ければ、治療の終結を考慮することとする。
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考 察：てんかんとは；大脳の神経細胞は規則正しいリズムで互いに調和を保

ちながら電気的に活動している。この活動が突然崩れて、激しい電気的な乱

れ（過剰興奮）が生じることによって起こるのがてんかんである。発作は無

熱時に起こることが多く、異常な電気活動に巻き込まれる脳の部位によって

現れる症状は様々である。また、てんかんは繰り返し起こることが特徴で、 1

回だけの発作では、てんかんという診断はつけられない。 8)

以下、本症例をてんかんと診断するに足る理由を述べる。

1, アルツハイマー症の既往歴がある。 IO)須刃ヅ
2, 頭部外傷後に発症している。 1),8),10),

3, 発作が 2回以上、反復して起こっている。 8),9)

4, 記憶障害は一過性であり、常同的に繰り返す。発作に気づいていないこ

とがある。 2)

5, 幻臭発作は「不快な臭い」である。 3)

6, 脳波所見でてんかん性放電が認められている。 4)

以下、除外診断を行う。

1,＼失神I：一般的に姿勢緊張の消失を伴う一過性の記憶喪失と定義される。
―し—~ •一
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そして、筋の硬直や間代を伴う場合には「けいれん性失神」という術語を

わざわざ用いてきた。

一方、 Lampertの定義は［全般的な脳虚血によって一過性に意識を喪失し

直立姿勢を保てなくなること」である。 5)

てんかん性放電が認められている。

2, 心因性発作：脳波は正常であり、予後も良好である。また、幻臭発作は

「心地良い」ものが多い。 てんかんと合併する場合もある。 3),5),6)

3, 一過性脳虚血：不全片麻痺や片側感覚喪失はてんかん発作としてはまれ

である。 2)

本症例をてんかんと確定するには足りない問題もいくつかある。 1つは発

作型嘉翌闘器声をあげた後に強直・間代発作を呈するという一般的なてんかん

発作と一致していないことである。 7)

しかし本症例を高齢者と位置づけるならば、納得することはできる。高齢者

の発作は非定型なことが多く、明らかな運動徴候を伴わずに無反応や意識混濁

を示すものが大半である。 2) (WHOによれば高齢者とは 65歳以上とされてい

る。） IO)

もう一つは皮膚の色調であるが、てんかんの場合、呼吸は強直相の開始と同

時に停止し、間代相が終了するまで回復しない。そのためにチアノーゼを呈す

る。

対して心因性発作のそれは、発作が非対称性であり、色調は紅潮または不変
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である。 5) 本症例を心因性発作優位とした場合、治療は抗てんかん薬の減量

を含めた治療的介入による経過観察となるが 12) 本症例の場合は増量されてい

る。

両者の特性を有することから、本症例は、てんかんと心因性発作の合併とす

ることが最も合理的ではないかと考える。

間中によると、鍼灸ではてんかんは、胆の病と考えて治療する。相見三郎先

生は、小紫胡湯加石膏という処方でてんかんを多く治療したと報告しておられ

るが、これも肝胆の病を目標にした処方である、と記している。 11)

本症例は、週 2回、約 1ヶ月半の治療で著明な愁訴の改善が得られたこと、

その後発作の再現がないことなどから、鍼灸治療は、良く適応したと考えてい

る。
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