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特 集 ■ てんかんの新 しい治療

小児難治性 てんか んに対 す るケ トン食療法
「最後 の選択肢」 か ら「早期 か らの選択肢」 へ

A Ketogenic]Diet for lntractable Childhood Epilepsy;
As an Early Option as well as a Last Resort
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Abstract
Since the 1920s,a ketogenic diet,of low‐

carbohydrate,adequate‐ protein and high‐ fat content,has been

used for the treatment of intractable childhood epilepsyo A decade ago this diet was tned as a last resolt
in the treatment of intractable epilepsy.

HoWever, recent advances in ketogenic diet have enabled it to
restnctive

become more commOnly used worldWide even early in the course of epilepsy. Two less‐
ketogenic diets,namely,the modified Atkins diet and low‐

glycemic‐

index treatment,have been developed.

These diets anow the patients and their families to choose a rnore liberal inenu. Furthemore,a random‐
ized controlled trial found that the ketogenic diet has a significant benefit,which strengthens the supportive

evidence.

Recently,an international consensus statement guiding optimal clinical rnanagement has been

published,alloЧ ang clinicians to provide standardized treatment. There has also been increased interest

in investigating the mechanisms of action of ketogenic diet using vanous expe五

rnental models. The

authors re宙 ew the history,efficacy,side effects,and possible rnechanisms underlying the letogenic diet,as

well as the expenence with the ketogenic diet at rrokyO women's Medical University.
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は じめ に
小児 てんかんに対 す る治療 は成人 の それ と同様 で あ
り,て んかん発作型や てんかん症候群 に基 づ き抗てんか
ん薬 を選択 して い く1‑0。 しか し,乳 幼児期 に発症す るて
んかんの中 には,非 常 に難治 に経過す るてんかんや,さ
らにはて んかん性脳 症 (epileptic encephalopathy)と い
われる脳機能 の進行性障害 によ り重篤 な認知障害や行動
4,0。
それ らの難
障害 をもた らす とされ るてんかん もある
治性 てんかんに対 しては,種 々の抗 てんかん薬治療 のみ
の
な らず,適 応 があれ ば外科治療 も選択 され る 。また,食
事療法 の一種である「 ケ トン食療法」 も治療選択肢 とな
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ケ トン食療法 は低炭水化物 お よび高脂質の特殊 な食事
療法 であ り,従 来 は患者 とその家族のみな らず医療者 に
も難解 で困難 な最後 の選択肢 (last resOrt)で あつた。 し
か し,最 近 にな り,制 限を緩和 したケ トン食療法 が相次
14,10。
また,ケ ト
いで考案 され,忍 容性 が改善 しつつ ある
ン食療法 の有効性 を証明 した無作為化比較試験 の結果 も
報告 され,近 年 のエ ビデ ンス を重視す る医療 において も

11ヽ
有効 な治療法 の 1つ としての地位 が確立 しつつ ある
さらに,世界各国 の小児てんかん専門医 らで構成 され る

コンセンサスグループよ リケ トン食療法 に関す る推奨事
la。
項 が公表 され,プ ロ トコール の標準化 も進みつつ ある
本稿 では古 くて新 しいてんかん治療法 であるケ トン食療
法 につ き概説す る。

る7‑13)。
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kins大 学 にた ど り着 きケ トン食療法 を開始 した ところ

I.て ん か ん に対 す る 食 事 憲 法 の 歴 史

即 座 に 抑 制 され た (Charlieの 経 過 の 詳 細 は http//
WWW.Charliefoundation.org/を 参照 された い)。 Charlie

l.ケ トン食療法の発展 と衰退
てんか ん に対 す る食事療 法 の歴史 は紀元前 に まで遡

の父親 は Charlie基 金 を設立 してケ トン食療法 の臨床研
20,映 画 の製作 ( First DO
究 の支援つ,書 籍発刊 の支援

る。古代 ギ リシアの医師である Hippocratesは 断食 によ

No Harm",邦 題

りてんかん発作が抑制 された症例 を記述 してお り,ま た

また,そ の経緯 が雑誌 や TVで 紹介 された ことによ り

新約聖書 に もてんかん発作 の治療 には祈 りと断食 が必要
で あ る こ とが記述 されて い た10。 20世 紀初頭 に入 り

1998年 には血 液 中 か ら脳 内 にグル コース を輸送 す るグ

1911年 に フランスの 内科 医 で あ る Guelpaと Marieが

ル コー ス輸送担体 1型 (glucose transporter type l:

20名 のてんかん患者 に対 し 4日 間 の絶食 が 発作 の抑制

GLUTl)の 異常 による GLUTl欠 損症 が報告 され,ケ ト

に有効 であることを報告 した "ヽ その後 ,1921年 にアメ
リカの内分泌科医である Geyelinが ,整 骨 医 の Conklin

ン食療法 が代替 エ ネル ギ ー源 としてのケ トン体 を確保す
るための唯一の治療法 であることか らも医療者の注 目を

が実践 して いたてんかん患者 に対す る絶食 を参考 に,20

集 めるようになった20。 その後 ,ケ トン食療法の変法 も相

日間 に及ぶ絶食 によ り 26名 中 20名 の患者で発作が改善
し た こ と を 報 告 した10。 さ ら に,同 年 に シ カ ゴ の

次 いで報 告 され,2003年 に は JohnS HOpkins大 学 の
Kossoffら がア トキ ンス食変法 (mOdified Atkins diet)

,

,

)を 通 じた啓蒙活動 を行 い

:「 誤診」

,

,

ケ トン食療法 は再 び広 く知 れ渡 るようになった。 また

,

Woodyattが 絶食 もしくは極端 な低炭水化物 お よび高脂

を10,2005年 には Harvard大 学 の Pfeiferと Thieleが

質の食事 の摂取 によ リケ トン体 が生 成 され ることを報告
し10,同 時期 に Mayoク リニ ックの Wilderも 低炭水化

低 グ リセ ミック指数食療法

物 お よび高脂質 の食事 によるケ トン血症がてんかん患者
に絶食 と同様 の効果 を発揮 す ることを見出 し20,こ の食
事療 法 は「ケ トン食療法 (ketogenic diё t)」 と命名 され
た。 その頃 か ら,ケ トン食 療 法 の 1日 あた りの組成 は

それ らの結果 ,現在 ではケ トン食
20,米 食文化
療法 は世界 45カ 国以上 で使用 され るに至 り
のアジア圏 にお いて も韓国 を中心 に積極的 に使用 されて

ment)を 考案 した

きて い る9'26‑30。

10〜 15gの 炭水化物,体 重 あた り lgの 蛋 白質,ほ かは脂
当時,抗 て
質であ り,現 在 の組成 とほぼ同様 であつた
んかん薬 は臭化 カ リウム とフェノバル ビタールの 2種類

(low‐ glyCemic‐ index treat‐

10。

Ⅱ。 ケ ト ン 食 療 法 の 機 序

21、

のみであ り,ケ トン食療法 は新たな治療法 として幅広 く
使用 され るようになった。しか し,1938年 にジフェニル
ヒダ ン トイ ンの有効性 が報告 された ことを契機 に医師 や
研究者 の関心 は抗 てんかん薬 に向 くようにな り,さ らに
1967年 には全般 てんかん に有効 なパル プ ロ酸 ナ トリウ

ケ トン食療法 の発見 か らお よそ 1世 紀 が経過 しようと
して い るに もかかわ らず,抗 けいれん作用の機序 につい
てはい まだに解明 されて い な い。 しか し,さ まざまな臨
床研究 お よび基礎研究が報告 されてお り,ケ トン体 ,低
炭水化物 ,不飽和脂肪酸 な どによる複合的な機序 が推定
されてい る。

ムが発売 され,そ の後 も新 たな抗 てんかん薬 が次々 と開
発 ,使 用 されるようにな り,ケ トン食療法 は徐 々に使用
されな くなって い った。その後 ,1971年 には Chicago大
学 の Huttenlocherが 中鎖脂肪酸 (medium̲chain trig‐
lycerides:MCT)オ イル を使用 したケ トン食療法 の変
法 を考案す るな ど改 良 も図 られたが2の ,な おケ トン食療
法 は一部 の施設でのみ実施可能 な特殊 な治療法 となって
い った。

1.ケ トン体 による抗 け いれん作用
ケ トン体 は β―ヒ ドロキシ酪酸

(beta‐ hydroxybutyra‐

te),ア セ ト酢酸 (acetoacetate),ア セ トン (acetone)
の総称であ り,飢 餓状態 にお いて肝臓 で脂肪酸 か ら β酸
化 によ り生成 され る。血 中 β―ヒ ドロキシ酪酸濃度 はてん
かん発作 の抑制 とある程度 の相関 が報告 されて いること
か ら治療効果 を確認す る 1つ の指標 とされてお り,血 中
31β 2、
し
アセ ト酢酸濃度 も同様 に相関 が報告 されて い る

ケ トン食療法の復興 はひ とりの小児難治性 てんかん患

か し,て んかん動物 モ デル では,ア セ ト酢酸濃度 と発作
の抑制 との相関 は報告 されて い るものの33、 β̲ヒ ドロキ

者 が端緒 となった。 1993年 の こと, 2歳 の男児 Charlie
のてんかん発作 は種 々の抗 てんかん薬治療 や外科治療 に

シ酪酸濃度 とは相 関 が 確認 され て い な い3o。 また,物
υグ
″リモ デル では,両者 ともラッ トの海馬組織 にお いて興

も関わ らず非常 に難治 に経過 して いたが,」 ohnS HOp‐

奮性 シナプス後電位 (excitatOry postsynaptic poten‐

2.ケ トン食療法の復興
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変化 させず,直 接 の抗 けいれん作用 は確認 されな
かった30。 しか し,最 近 にな り,両 者 によ リマ ウスおよび

tial)を

ラッ トの黒質網様部 の神経細胞 の 自然発火頻 度 が減 少
し,ATP(adenOsine triphosphate)感 受性 カ リウムチ ャ
ネル阻害薬 の存在下 お よび同 ノックアウ トマ ウスにお い
ては同様 の現象 を認 めなか った ことが報告 され,同 チ ャ
ネル を介 した抗 けいれん作用が提唱 されて い る30。 また
,

揮発性 のアセ トンについて もてんかん動物 モ デルにおい
て抗 けいれん作用 が報告 されて い る3つ 。

2。

た小児難治性 てんかん患者 ,特 に症 候性全般 てんかんの
患者 にお いては,ケ トン食療法 の導入 を積極的 に考慮 す
べ きとしてお り,「 最後 の選択肢」か ら「早期か らの選択
肢」 とな りつつ ある。 また,前 述の GLUTl欠 損症 とミ
トコン ドリア病 の うち ピル ビ ン酸脱 水 素酵 素 複 合 体

(pyruvate dehydrogenase complex:PDHC)欠 損症 の
患者 においては,ケ トン体が脳 へ の代替 エ ネル ギ ー とな
るため有効 な治療選択肢 として い る。一方,外 科治療 の
適応 となる小児難治性 てんかん患者 に対 する効果 は限定
的 とされて い る。

低炭水化物 による抗 け いれん作用

2.ケ トン食療法の禁忌

ケ トン食療法 においては炭水化物 が制限 され ることか
ら,低 炭水化物 による抗 けいれん作用 も推定 されてい る。
実際 に,本仮説 によ り考案 された低 グ リセ ミック指数食
療法 においては,て んかん発作 の抑制 は血 中 β―ヒドロキ

長鎖脂肪酸 は ミ トコン ドリア内 に輸 送 され た後 に β
酸化 に よ リア セチル COAを 生成 し, トリカ ル ボ ン酸

シ酪酸高値 とは相関せ ず に血 糖低値 と相関 した と報告 さ
れてい る30。 最近 にな り,2‐ deoxyglucose(2‐ DG)と い

され る一 方 で,肝 臓 にお いてケ トン体 も生成 され る。よっ
て,脂 肪酸輸送障害 お よび β酸化異常症 で は禁忌 で あ

うグル コース リン酸 イ ソメラーゼ (phosphoglucose iso‐
merase)の 阻害 によ り解糖 を抑制す るグル コース類似物

り,ケ トン食療法 の導入前 に鑑別除外す る必要がある。
また,PDHC欠 損症以外 の ミトコン ドリア病で も禁忌 と

質が,い くつかのてんかん動物 モ デルにおいて発作 を抑
制する ことが報告 され注 目 されて い る39,4o。 また,前 述 の

されてい るが,安 全 に実施 で きた とす る報告 もある12,2o。

(tricarbOxylic acid:TCA)回 路 によ リエ ネル ギ ー産生

Ⅳ .ケ ト ン 食 療 法 の 種 類 (TaЫ el)

ATP感 受性 カ リウム チ ャネル は,グ ル コース制 限下 に
おいて細胞 内 ATP減 少 によ り開孔 して過分 極 させ るこ
とが報告 されてお り,け いれん闘値 を上昇 させ ると推定
されてい る41、

3.不 飽和脂肪酸 による抗 け いれん作用
ケ トン食療法 によ り多価不飽和脂肪酸の一種 である ド

l.古 典型ケ トン食療法
古典型 ケ トン食療法 (classical ketogenic diet)は 現
在 も最 もよ く使用 されて い るケ トン食療法 であ り,脂 質
に対す る炭水化物 と蛋 白質 を合わせた重量の比率 を 4対
1な い し 3対 1と した組成 とし,総 熱量 を約 75%,水 分

コサヘ キサエ ン酸 (docosahexanoic acid)や アラキ ドン

量 を 80〜 90%に 制限す る。糖質 を厳格 に制限す るため,

酸 (arachidonic acid)な どが血 中で上 昇 し ,総脂肪酸
43ゝ
ドコ
値 は発作 の抑制 と並行 して い る との報告 もある

使用中の抗 てんかん薬 を含む内服薬 自体 に糖質成分 が含
有 されてい る場 合 には含有 されて い な い剤型な どに変更

サ ヘ キサ エ ン酸 や エ イ コ サ ペ ン タ エ ン酸 (eicOsape‐

す る。また,ビ タ ミンお よびカル シウムが不足す るため,

ntaenoic acid)は マ ウスの海馬 にお いて けいれん闘値 を

総合 ビタ ミン薬 およびカル シウム薬 を処方する。48時 間
前後 の絶食期間 ののちにケ トン食 を開始 し, 1〜 2日 以

4の

上昇 させ ることが報告 されてお り,ナ トリウム チャネル
やカルシ ウム チャネル の阻害 による機序 が推定 されて い
る

44)。

内 に全量 を摂取で きるようにす る方法が一般的 である。
1998年 の Vimngら による多施設共同前方視的研究 にお
いては, 4対 1ケ トン食療法の開始 3カ 月後 お よび 1年

Ⅲ

.ケ ト ン 食 療 法 の 適 応 と 禁 忌

1.ケ トン食療法の適応

後 の効果 は,発作消失 がおのおの 51名 中 6名 (12%)お
よび同 5名 (10%),90%以 上の発作減少がおの おの計 15

(29%)お よび計 11名 (22%),50%以 上の発作減少
がおのおの計 28名 (55%)お よび計 20名 (39%)で あっ

名

最近 にな り,Charlie基 金 よ り委託 された 9カ 国 26名
の小児 てんかん専門医お よび栄養 士か ら構成 され るコン
セ ンサ スグループよ り,ケ トン食療法 に関す る推奨事項

たつ。2003年 の Cochraneレ ビューで は,無 作為化比較試
験 がないために信頼 で きるエ ビデ ンスは ない と結論 づ け

が公表 された 10。 それ による と,年齢 お よび性別 にかかわ

られて いたが40,2008年 に Nealら による無作為化比較

らず, 2種 類 ない し 3種 類 の抗 てんかん薬 が無効であ っ

試験 によりその有効性 が証明 された11ヽ 本研究 で は,2〜
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Tab:el
ケ トン食療法の種類
報告者
(報 告年)
脂質 :炭 水化物 +蛋 白質

古典型ケ トン食療
法

MCTケ

Wilder

4:1

l.2:1

￨*1

評 価期 間
50%以 上 発作減少 (*3)
90%以 上 発作減少 (*4)
発作 消失
継続 率
特徴

*1:重 量比ないし重量%
略語〕MCT:中 鎖脂肪酸
〔

低 グ リセ ミック 指 数
食療法

Kossoffら
(2003年 )10

Pfeiferと Thiele

0.7:1
40%

(2005年 )10

30°/。

15%

1.5:1
60%
10%

15%

30°/。

12カ 月7,8,11)

45°
/.

12カ 月 11)

6カ 月 S2)

12カ 月 (*2)3o

509̀

220/。

10〜 27%

65°/。

10%

4%

35%
19%

継続患者 の 66%
継続 患者 の 44%

35°/0

800/。

MCT:45%十 LCT:10%

5%

物

ア トキ ンス食 変法

Huttenlocherら
(1971年 )2a

(1921年 )2o

80%

[:書

ケ トン食療 法の比較

トン食療法

18^‐

5〜 10%
30〜 55%
・ 標準 の方法
・ 制 限 が厳 格
。長期評価 が確立

15°
/。

No S.

N.S.

・ MCTオ イル を使 用
・ 体重減量法 を応 用
・ 血糖上 昇抑制効 果 を
。炭水化物・蛋 自質制 限 を緩 ・ 炭水化物制
限 ,脂 質推
応用
和
奨 のみ
・ 食 品種類・ 炭水化物
。胃腸 障 害 が 高頻 度 とされ 。長期評価 が
未確立
制 限のみ
。長期評価 が 未確立
る

*2:後 方視的研究

ホ 3:90%以 上発作減少及び発作消失を含む

LCT:長 鎖脂肪酸 N.S.:記 載なし

16歳 まで の 145名 の小 児難 治性 てんかん患者 が無作為
に振 り分 けられ,ケ トン食療法群 の 73名 の うち,さ らに
37名 が 4対 1な い し 3対 1ケ トン食療法,36名 が MCT

*4:発 作消失を含む

ケ トン食療法の忍容性の改善 を目的に MCTケ トン食療
法 を考案 した2の 。McTケ トン療法では総 熱量 の 60%を

MCTオ イル よ り摂取 し,脂 質 に対 す る炭水化物 と蛋白

ケ トン食療法 に振 り分 けられた。開始 3カ 月後 にケ トン
食療法群 54名 お よび対照群 49名 が解析 され,発作頻度

炭水化物お よび蛋 白質の制限 を緩和 している。 その後 の

はおのおの 62.0%お よび 136.9%(p<0.0001)と 有意 に

4対 1ケ トン食療法 との比 較研究 において もてんかん発

減少 し,50%以 上 の発作減少 はおのおの 28名 (38%)お
よび 4名 (5%)(p<0.00ol),う ち 90%以 上の発作減少
はおのおの 5名

(7%)お よび o名 (p=0.058)で あっ

た。 一 方, 5名 は患者 ない し家族 の拒否 , 4名 は副作用
によ リケ トン食療法 を継続 で きなかった。 ほかの研究 に
おいて も,ケ トン食療法の継続 率 は半年後で 70%前 後

質 を合わせた重量 の比 率 を 1.2対 1と する ことに より
,

作 の抑制 の効果 は同等 であったが49、 副作用 として 胃腸
障害 の頻度が多 く使用 は限 られていた。しか し,2009年
の Nealら の主 に 4対 1の 古典型 ケ トン食療法 との無作
為化比較試験 においては,効 果 な らびに忍容性 は同等で
あつた と報告 されている50。

,

1年 後 で 50%前 後 と報告 されている7,o。
ケ トン食療法の副作用 としては胃腸障害が多 く,ほ か
に脱水 ,低 血糖 ,電 解質異常,高 脂血症 ,高 尿酸血症 ,

3.ア トキンス食変法
体重減量 法 の 1つ であ るア トキ ンス食療 法 (Atkins
diet)に 基 づ き51、 2003年 に KossOffら は炭水化物以外の

腎結石,成 長障害 な どが挙 げ られて い る2● 4o。 最近 にな
り,ケ トン食導入前の絶食 期間 を省略 して も開始 3カ 月

制限 を排除 したア トキ ンス食変法 を考 案 した10。 ア トキ
ンス食変法 で は炭水化物 を 1日 10〜 20gに 制 限 し脂質

後の効果が 同等で,か つ,脱 水や低血糖 の副作用 が有意

摂取 を推奨す るのみで,蛋 白質 ,総 熱量 ,水 分 は制限せ

に減少 した と報告 された27,4つ 。 コ ンセ ンサスグループで

ず,絶 食期間 も不要 としてい る。2003年 に 7〜 52歳 まで

は意見が一致 しなか ったが ,効果 の短期間 での発現 を重
視す る場合 には副作用 に留意 しなが ら絶食 とし,長 期的

6名 の難治性 てんかん患者 において, 2名 で発作消失
さらに 1名 で 90%以 上の発作減少 を報告 した。さらに

な効 果 を重 視する場 合 には絶食 は不要 としているla。

2006年 には 3〜 18歳 までの 20名 の小 児難治性 てんかん

2.MCTケ トン食療法
MCTは 長鎖脂肪 酸 と比較 してケ トン体 をよ り生成 し
やすい。 この性質 に基 づ き40,Huttenlocherら は古典型

,

,

患者 において施行 している。 その結果 ,開 始 6カ 月後 も
継続 で きた 16名 (80%)の うち, 4名 (25%)で 発作消
失 ,計 7名 (44%)で 90%以 上 の発作減少 ,計 13名 (81%)
で 50%以 上 の発作減少 を報告 し,古 典型 ケ トン食療法 と
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TaЫ e 2 東京女子 医科大学病 院小 児科 におけ るケ トン食療 法の成績
報告者 (報 告年)

田島 (1977年 )55,50

福 山 ら (1984年 )Sη

小 国 ら (2009年 )50

1968^‐ 19734「

1982〜 1984年

1984^‐ 20071「

51名
2〜 11歳

21名
6カ 月〜11歳

対象期間
患者数
患者年齢

(中 央値

4:1ケ

方法

24カ

月

24名

(47%)

11名

(22%)

17名

(33%)

8名

(16%)

(* 1)

90%以 上 発 作 減 少

(平 均 5歳 1カ

MCTケ

トン食療法

12カ 月

評価期間
50%以 上 発 作 減 少

4歳 )

N.S.
26名

N.S.

(51%)

13名

(25%)

全般性強直 間代発作

4/6名 (67%)
ミオ ク ロニー発作

点頭 スパ ズム
失立発作

月)
トン食療法

24カ 月
6名 (29%)

12カ 月

7名

(*2)
発作消失
継続率
て んか ん 発 作 型 別
もし くはて ん か ん
症候群別 に よる
50%以 上発作減少

54イ L

(33%)

N.S.

No S.

3名 (14%)

2名
8名

17名

(81%)

N.S.
(10%)

(38%)

全般性強直間代発作
1/3名 (33%)
ミオ ク ロニ ー 発 作

15/23名 (65%)
4/6名 (67%)

5/10名

(50%)

強直発作

3/3名 (100%)
4/8名 (50%)

脱力発作

1/2名

(50%)

2/5名

(40%)

焦点性発作

0/3名 (0%)

非定型欠神発作

複雑部分発作

2/3名

複雑部分発作
4/6名 (67%)
二次性全般化発作 3/5名 (60%)

(67%)

6カ 月〜 15歳
(中 央値 4歳 )
MCTケ トン食療法 (42名 )
4:1ケ トン食療法 (12名 )
12カ 月
15名 (36%) 4名 (33%)

6名

(14%)

N.S.
1名 (8%)

25名 (46%)
症候性全般てんかん
2/17名 (12%)
症候性焦点性 てんかん
2/8名 (25%)
全般 +焦 点性発作 てんかん
3/3名 (100%)
West→ Lemox‐ Gastaut症 候 群
4/5名 (80%)
移行型
Lennox‐ Gastaut症 候群
1/5名 (20%)
Dravet症 候群 6/13名 (46%)
ミオク ロニー失立 てんかん
1/3名 (33%)

*1:90%以 上発作減少及び発作消失を含む *2:発 作消失を含む
略語〕MCT:中 鎖脂肪酸 No S.:記 載なし
〔

kinsら によ り提唱 され,各 食品 について炭水化物 50g相

(11%)で 発作消失 , 6名 (67%)で 発作減少
を維持 , 2名 (22%)で 発作増悪 を報告 した10。 その後
2009年 に Muzykewiczら は主 に難治性 のてんかん患 者
76名 にお いて,食 品をグ リセ ミック指数 50%未 満,炭 水
化物 を 1日 40〜 60gに 制限す ることを指導 し,1カ 月間
継続患者 の 42%, 1年 間継続患者 の 66%で 50%以 上 の
発作減少 を報告 した。また,効 果 は血 中 β―ヒドロキシ酪
酸高値 とは相関 せ ずに血糖低値 と相関 し,副 作用 として
3名 の患者 に倦怠 を認 めたのみであったが,24%の 患者

当を摂取 したのち 2時 間 の血糖値・時間曲線下面積 か ら,
グル コース 50gを 摂取 した際 の面 積 を 100と した比 率

は食事制 限の困難 さによ り継続 で きなかった とも報告 し
た30。 コンセンサスグループ は,前 述 したア トキ ンス食変

として算出す る50。 例 えば,自 米やパ ンは約 70%,野 菜
類 も約 70%,フ ルーツ類 は約 50%,牛 乳や ヨー グル トは

法 とこの低 グ リセ ミック指数食療法 は青年患者 お よび成

同等 の効果 と忍容性 の改善 の可能 性 につ き言及 して い
る52、 また,2008年 には 18〜 53歳 の 30名 の成人患者 に
おいて も炭水化物 を 15gと して実施 し,開 始 1カ 月後 お
よび 3カ 月後 に 14名

(47%),6カ 月後 に 10名 (33%)

の患者 で 50%以 上 の発作減少 を報告 して い る53L

4.低 グ リセミック指数食療法
グ リセ ミック指数 (glycemic index)は 1981年 に Jen‐

て, 1名

,

人患者 に有益 である としてい るla。

約 35%,乾 燥豆類 は約 30%な どと報告 して い る。2005年

V.当 科 にお けるケ トン食 療法 の実 施

に Pfeiferと Thieleは ,食 品の種類 をグ リセ ミック指数

50%未 満の ものに制限 した低 グ リセ ミック指数食療法 に
よ り,11名 の 難 治 性 て ん か ん の 患 者 にお い て,4名

(36%)で 発作消失,計 8名 (73%)で 50%以 上の発作減
少,ま た,ケ トン食療法 よ り変更 した 9名 の患者 におい

当科においては,1968年 より古典型 ケ トン食療法 を導
入 し55,5o,1982年 からは MCTケ トン食療法 も導入 して
いる57,50。 さらに,2007年 か らはア トキ ンス食変法 も導
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入 し,GLUTl欠 損症 へ も応 用 して い る50。 当科 にお け る

organization of seizures and epilepsies:report Of the
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不正な コ ピー は

遺法 コピー に注意 !!
そのコピーは大文夫ですか?
現代社会において,コ ピー (複 写)は なくてはならないものに
なつていますが,そ の手軽さゆえに遭法コピーが後を■ちません。
あなたが日常的に行つているコピーは大文夫ですか ? 書作権法
に定められた例外 ,つ まり,個 人または憲庭内書で使うために自
らコピーする場合や日書館において■童研究書のため一部分をコ
ピーする場合 (書 作権法第 30,31条 書)の こく限られた範囲以
外のコピーは,す べて薔作権者の許諸を得なければ遭法 となりま
す。企業や研究施設等で職務上利用するコピーはすべて許諸が必
要となりますので,こ 注意ください。
遭法 コピーは●●な創作活動,出 版活動の障害となり,ひ いて
は文化 。学術の発展を阻書する大きな要因となります。今一度・
書作権についてお考えください。

許諾の手続きは簡単です

:

!

許 さない

!

Q&Aサ
イ ト 「 そ れ は 違 法 か も 。」
「これつて遺法 ?」 書作権に関するよくある質問にわかりやすく
お答えしています。

http://www.ihokamoonet/

情報受付窓□「不正 コピー情報ポス ト」
不正コピーなど、明らかに遭法なものを見つけたら、
こちらまで情報をお寄せくださいo

https://WWw2.accsip.oroip/piracy/
フリーダイヤル 0120‐ 765‑175

医学や口遭領城の出版欄の多くは,(社 )出 版者薔作権管理機構
に複写権の管理・ ヨ営が姜踊されています。複写される
国
場合は3mに □亜亘到に遭縮し許鰭を得てください。
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