
Ⅰ．は じ め に

　2019 年 12 月に中国湖北省武漢市で発症したウイ

ルス性肺炎の患者から新種のコロナウイルスが検出

されて以降 1），新型コロナウイルス感染症（以下，

COVID-19）の患者数が世界的に急増している。こ

のため，感染の抑制を目的とした外出制限が各国で

実施されるなど，新型コロナウイルスは人々の日常

生活に大きな影響を及ぼしている。さらに，感染の

拡大や，それに伴う種々の制限は人々の心理面にも

影響を及ぼす可能性があり，関東在住の 20 ～ 79

歳の男女 2,400 名を対象としたアンケート調査から

は，重度の心理的苦痛を有する人の割合は 2020 年

2 月末の時点で 9.3％，4月初旬の時点で 11.3％と，

短期間で上昇したことが報告されている 2）。また，

高齢者や慢性閉塞性肺疾患・慢性腎臓病・糖尿病等

を有する患者では COVID-19 が重症化するリスク

が高いため 3），こうしたリスク因子を有する人は心

理的ストレスを強く感じる可能性も考えられる。実

際に，先のアンケート調査でも呼吸器疾患を有する

人は重度の心理的苦痛を感じやすいことが示されて

いる 2）。
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COVID-19 流行下でてんかん患者が求めた情報で構成された。患者が求めた情報に関しては，
2020 年 1 月 9 日～ 5月 25 日の間に，患者自身にとって各情報がどの程度必要であったかを「非
常に必要・かなり必要・少し必要・あまり必要でない・不要」の 5段階で評価した。各回の調査
の回答者数は 400 名で，いずれも男性が約 2/3 を占めた。COVID-19 流行下で患者が求めた情報
の調査において，5段階評価で「非常に必要」又は「かなり必要」と回答した患者の割合（以
下，必要度）が最も高かったカテゴリーは「日常生活」への影響について（初回調査及び第 2回
調査それぞれ 49.8％及び 46.0％）で，次いで高かったのは「COVID-19」について（初回調査及
び第 2回調査それぞれ 48.0％及び 45.8％）であった。さらに，患者背景因子別のサブグループ
解析を実施した結果，てんかん発作が悪化し，かつ COVID-19 の影響により検査・投薬・手術
のいずれかに何らかの変更が生じたと回答した患者（n＝9）では，「COVID-19 とてんかんとの関
連」及びCOVID-19 流行下での「てんかん治療」に関する情報の必要度が高かった（各 88.9％）。
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　てんかんはもっともよく見られる慢性の神経疾患

の一つで，その有病率は総人口の約 1％と推定され

る 4）。現時点ではてんかんが COVID-19 の感染や重

症化のリスク因子であると結論づける報告は存在し

ないものの，疾患に特有の心理的ストレスを感じる

可能性があるため 5），てんかん患者が COVID-19 に

関して必要とする情報は一般市民と異なることも考

えられる。たとえば， 2020 年 3 月に実施された 10

～ 60 代の男女を対象とした調査 6）では，「マスクを

始めとした物資の不足」「各種イベントの自粛，延

期」「感染経路」に関心を持つ人が多かったことが

報告されているが，てんかん患者を対象とした同様

の調査は実施されていない。感染症の世界的流行と

いった不測の事態が生じた場合にも，患者が安心し

て治療を継続できるようにするためには，患者が求

める情報を提供することが必要であり，製薬企業が

提供可能な情報を模索することにも意味がある。こ

うした観点から，COVID-19 の流行下で日本人の成

人てんかん患者が求める情報を明らかにすることを

目的として，オンライン形式のアンケート調査を合

計 2回実施した。

Ⅱ．対象及び方法

1．調査の概要

　本アンケート調査（横断研究）は，著者らがイプ

ソス株式会社を通して楽天インサイト株式会社に委

託することによって実施され，その実施時期は

2020 年 7 月 1 ～ 3 日及び 10 月 15 ～ 20 日であっ

た。これら 2回の調査はいずれもインターネット上

で実施され，楽天インサイトに登録されたモニター

にアンケートの案内を送信した後，モニターが同サ

イトに入力した回答を CSV 形式で収集した。回答

はすべて匿名で実施され，取集したデータに回答者

個人を特定できる情報は含まれなかった。データ解

析は著者らが作成した解析計画書に基づき，イプソ

ス株式会社及び著者らが実施した。

2．対　　象

　対象は，楽天インサイトのスペシャルパネルにて

んかん患者として登録されていたアンケートモニ

ターで，2019 年 12 月末までにてんかんと診断さ

れ，調査時点でてんかんの治療を受けている 18 歳

以上の患者とした。てんかんと診断されたかどうか

は回答者の自己申告によることとし，診断書等の提

出は求めなかった。なお，日本人のてんかん患者を

調査対象に想定したため，質問は日本語で記載し

た。ただし，日本に在住していれば本パネルに登録

することが可能であり，回答者の国籍は確認してい

ない。

　予定する回答者数は調査ごとに 400 名とし，回

答者が 400 名に達した時点で調査を終了した。な

お，第 2回の調査では，より詳細な患者背景を調査

することとしたが，楽天インサイトには罹病期間の

短いてんかん患者の登録が少ないと想定されたた

め，第 2回の調査では，てんかんの罹病期間に応じ

て目標とする回答者数を設定した。具体的には，

「初めててんかんと診断された時期」の設問に対し

て，① 最近 1年未満，② 1年以上～ 2年未満，③ 2

年以上～ 3 年未満，④ 3 年以上～ 5 年未満，⑤ 5

年以上～ 10 年未満，⑥ 10 年以上前の 6 つの回答

選択肢を設定したうえで，① と ② の合計が50名，

③ が 50 名，④ ⑤ ⑥ が各 100 名となるように目標

を設定し，目標とする回答者数に達した時点で各群

の回収を停止することとした。

3．調査項目

　調査項目は⑴ 患者背景に関する設問，⑵ 

COVID-19 流行下でてんかん患者（回答者）が求め

た情報の 2つのパートで構成された。

　3-1．初回調査の内容

　⑴ 患者背景に関する設問には，① 年齢，② 性

別，③ 現在の職業，④ 2019 年 12 月末までにてん

かんと診断され，現在（調査実施時点）てんかんの

ための治療を受けているか，⑤ てんかん以外で現

在治療を受けている疾患はあるか，の 5問を設けた

（表 1）。なお，① は実年齢を自由に記載できるよ

うにし，②～⑤ は事前に用意したカテゴリーのい

ずれかを選択するように回答を構成した。④ は「は

い・いいえ」のどちらかを選択するようにし，回答

が「いいえ」であった場合には，その時点で調査終

了とし解析から除外することとした。

　⑵ COVID-19 流行下で求めた情報に関する設問

では，「2020 年 1 月 9 日（新種のコロナウイルス検

出の公表）～ 5月 25 日（日本全国での緊急事態宣

言の解除）の間に，表 2の A～ Hの情報が自身に

とってどの程度必要であったか」について，5段階

（非常に必要・かなり必要・少し必要・あまり必要

でない・不要）で回答を依頼した。（A）COVID-19，

（379）
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表 1　調査票に含められた項目

初回調査 第 2回調査

⑴ 患者背景に関する設問

　① 年齢 ○ ○

　② 性別 ○ ○

　③ 現在の職業 ○ ○

　④  2019 年 12 月末までにてんかんと診断され，現在（本調査実施時点）
　　 てんかんのための治療を受けているか

○ ○

　⑤ てんかん以外で現在治療を受けている疾患はあるか ○ ○

　⑥ 現在の世帯構成は ○

　⑦ てんかんと診断されてからの年数は ○

　⑧ 現在てんかん治療のために通院している病院の施設形態は ○

　⑨ 現在のてんかん主治医にかかっている年数は ○

　⑩ 現在抗てんかん薬を服用しているか ○

　⑪ 現在抗てんかん薬以外の治療薬を服用しているか ○

　⑫  これまでにてんかん又は合併症により救急搬送された又は
　　 入院したことがあるか

○

　⑬  2020 年 1 月 9 日～ 5月 25 日の間のてんかん治療目的での受診
　　 （薬を受け取るだけも含む）方法は

○

　⑭  新型コロナウイルス感染症の流行による影響で，2020 年 1 月 9日～
　　 5 月 25 日の間に予定されていた検査・投薬・手術に何らかの変更が生じたか

○

　⑮  2020 年 1 月 9 日～ 5月 25 日の新型コロナウイルス感染症の
　　 流行下において，発作に変化はあったか

○

⑵ COVID-19 流行下で，てんかん患者が求めた情報 ○ ○

COVID-19；新型コロナウイルス感染症，○：調査票に含められた項目

表 2　自身にとっての必要度の調査項目

（A） 「新型コロナウイルス感染症」について（病態，予防策 /検査 / 治療，重症化しやすい基礎疾患，感染及び死亡者数，
感染経路など）

（B） 「日常生活」への影響について（緊急事態宣言および休業要請，日用品の不足，イベントの自粛 /延期，自宅での過ご
し方など）

（C） 「学業」への影響について（緊急事態宣言および休校要請，授業料，オンライン授業，9月入学，資格試験の延期など）
（D） 「仕事」への影響について（緊急事態宣言および休業要請，時差通勤，テレワーク，社会制度，資格試験の延期など）
（E） 「新型コロナウイルス感染症とてんかんの関連」について（てんかん患者のコロナウイルスの感染 /重症化のリスク，

新型コロナウイルス感染または不安 /ストレスなどのてんかんへの影響など）
（F） 「てんかん治療」との関連について（外来受診，オンライン /電話診療，薬の入手，脳波検査 /外科手術の実施，重積

時の搬送への影響など）
（G） 「一般医療」への影響について（医療崩壊，てんかん以外の疾患のための外来受診およびオンライン /電話診療，院内

感染など）
（H） 「社会 /経済」への影響について（経済の悪化や今後の予測，倒産，失業率，東京オリンピック /パラリンピックなど）
（I）A～ H以外で「非常に必要」だと感じた情報（自由回答）
（J）A～ H以外で「かなり必要」だと感じた情報（自由回答）

A～ Hの情報が患者自身にとってどの程度必要であったかについて，項目ごとに 5段階（非常に必要・かなり必要・少し必
要・あまり必要でない・不要）で回答を依頼した。

（380）
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（B）日常生活への影響（以下，日常生活），（C）学

業への影響（以下，学業），（D）仕事への影響（以

下，仕事），（E）COVID-19 とてんかんとの関連

（以下，てんかん），（F）てんかん治療との関連（以

下，てんかん治療），（G）一般医療への影響（以

下，一般医療），（H）社会 / 経済への影響（以下，

社会 / 経済）であった。さらに，A ～ H 以外で

（I）「非常に必要」又は（ J）「かなり必要」と感じ

た情報があれば，それぞれ自由記載で回答できるよ

うにした。そのうえで，A～ Hのうち「非常に必

要」及び「かなり必要」と回答したカテゴリー及び

I・J で回答したカテゴリーに関して，① 必要とし

た具体的な情報，② その情報の入手先を回答して

もらうこととした（② の回答選択肢は，医療従事

者・家族・てんかん患者・てんかん患者以外の友人

/ 知人・その他・入手できなかった，の 6 つとし

た）。あわせて，入手した情報に対する満足度につ

いて，5段階（かなり満足・まあ満足・どちらでも

ない・やや不満・とても不満）で回答を依頼した。

　3-2．第 2回調査の内容

　⑴ 患者背景に関する設問では，以下の 15 の設問

を設けた（表 1）。① 年齢，② 性別，③ 現在の職

業，④ 2019 年 12 月末までにてんかんと診断され，

現在てんかんのための治療を受けているか，⑤ て

んかん以外で現在治療を受けている疾患はあるか，

⑥ 現在の世帯構成，⑦ てんかんと診断されてから

の年数，⑧ 現在てんかん治療のために通院してい

る病院の施設形態，⑨ 現在のてんかん主治医にか

かっている年数，⑩ 現在抗てんかん薬を服用して

いるか，⑪ 現在抗てんかん薬以外の治療薬を服用

しているか，⑫ これまでにてんかん又は合併症に

より救急搬送された又は入院したことがあるか，⑬

2020 年 1 月 9 日～ 5月 25 日の間のてんかん治療の

ための受診方法（薬を受け取るだけも含む），⑭ 同

期間に新型コロナウイルス感染症の流行による影響

で予定されていた検査・投薬・手術に何らかの変更

が生じたか，⑮ 同期間中，発作に変化はあったか。

①～⑤ は初回調査と同一の内容とし，⑥～⑮ に関

しても事前に用意したカテゴリーのいずれかを選択

するように回答を構成した。

　⑵ COVID-19 流行下で求めた情報に関する設問

は，初回調査と同一の内容とした（表 2）。

4．解析計画

　モニターから得た回答はすべて記述的に解析し，

設問ごとに各カテゴリーの回答者数とその割合を算

出した。COVID-19 流行下で求めた情報に関する設

問では，A～ Hのそれぞれに対して以下の集計も

実施した。

⑴  「非常に必要」又は「かなり必要」と回答した

患者数とその割合（以下，必要度）

⑵  「非常に必要」又は「かなり必要」と回答した

患者のうち，情報を入手できた患者数及びそ

の割合（以下，入手率）

⑶  必要とした具体的な情報と情報入手先ごとの

患者数とその割合

⑷  入手した情報について「かなり満足」又は「ま

あ満足」と回答した患者数とその割合（以下，

満足度）

　I 及び J に関しては，自由に記載された内容をグ

ループ化し，グループ化した回答ごとの人数を集計

した。

Ⅲ．結　　　果

1．回答者の内訳

　該当年（2020 年）の楽天インサイトのスペシャ

ルパネルに登録されていた 18 歳以上のてんかんの

患者数は，初回調査時点では 2,720 名，第 2回調査

時点では 2,682 名であった。第 1回調査ではこれら

の患者全員に本アンケートの案内を送付し，スク

リーニング条件を満たした患者から得られたすべて

の回答を解析対象とした。第 2回調査では，これら

の患者及び過去（2013 ～ 2019 年）にスペシャルパ

ネルに登録されていた 18 歳以上のてんかん患者

2,372 名（2020 年のパネル登録者は含まず）の合計

5,054 名へ本アンケートの案内を送付し，同様に得

られたすべての回答を解析対象とした。なお，

2020 年 10 月 19 日時点で罹病期間が ⑤ 5 年以上～

10 年未満，⑥ 10 年以上の回答者数が目標数に達し

たため，これらの患者からの回答の収集を一旦停止

した。一方，① 最近 1 年未満＋② 1年以上～ 2年

未満及び ③ 2 年以上～ 3年未満の回答者数はそれ

ぞれ 38 名，④ 3年以上～ 5年未満の回答者数は 73

名であった。①＋② 及び ③ の回答者数がこれ以上

増加する見込みは低いと判断されたことから，これ

以降は目標数に関わらず，①～⑥ 全体で 400 名に

（381）
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表 3　患者背景

患者背景因子 区　　分
初回調査
（n＝400）

％
第 2回調査
（n＝400）

％

年　　齢（歳） 平均値±標準偏差 47.0±11.8 46.2±12.3

性　　別
男
女

259
141

64.8
35.3

265
135

66.3
33.8

職　　業

自営業
会社員
学生
その他

 43
189
  4
164

10.8
47.3
 1.0
41.0

 48
200
 10
142

12.0
50.0
 2.5
35.5

てんかん以外で現在治療を
受けている疾患 a）

なし
がん
糖尿病
高血圧
心疾患
呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患（COPD）等）
肝疾患
腎疾患，透析を行っている
精神疾患
その他

208
 12
 34
 56
 10
  6
 11
  2
 63
 62

52.0
 3.0
 8.5
14.0
 2.5
 1.5
 2.8
 0.5
15.8
15.5

191
 25
 38
 67
 15
 11
 11
  9
 53
 62

47.8
 6.3
 9.5
16.8
 3.8
 2.8
 2.8
 2.3
13.3
15.5

罹病期間（初めててんかんと
診断された時期）

最近 1年未満
1年以上～ 2年未満
2年以上～ 3年未満
3年以上～ 5年未満
5年以上～ 10 年未満
10 年以上前

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

  9
 29
 38
 74
125
125

 2.3
 7.3
 9.5
18.5
31.3
31.3

てんかん治療のために
通院している病院の施設形態

クリニック・診療所（主にてんかんを診療）
クリニック・診療所（てんかん以外が主な診療）
総合病院（てんかんセンターの設置なし）
大学病院（てんかんセンターの設置なし）
てんかんセンター
その他

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

 72
 74
159
 54
 23
 18

18.0
18.5
39.8
13.5
 5.8
 4.5

世帯構成

1人（単身世帯） 
配偶者 /子 / 親など同居親族がいる
親族以外の同居人がいる
その他

－
－
－
－

－
－
－
－

 80
314
  6
  0

20.0
78.5
 1.5
 0.0

現在のてんかん主治医に
かかっている年数

最近 1年未満
1年以上～ 2年未満
2年以上～ 3年未満
3年以上～ 5年未満
5年以上～ 10 年未満
10 年以上前

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

 41
 55
 62
 71
 94
 77

10.3
13.8
15.5
17.8
23.5
19.3

抗てんかん薬服用の有無

服用していない
1剤服用
2剤服用
3剤以上服用

－
－
－
－

－
－
－
－

 19
194
122
 65

 4.8
48.5
30.5
16.3

a）複数選択可。
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達した時点で回答の収集を停止することとした。そ

の結果，各群の回答者数は ①＋② 及び ③ がそれ

ぞれ 38 名，④ が 74 名，⑤ 及び ⑥ がそれぞれ 125

名となった。なお，第 2 回調査の回答者 400 名の

うち 178 名（44.5％）は初回調査にも回答した患者

であった。

2．初回調査

　2-1．患者背景（表 3）

　回答者の年齢の平均値（標準偏差）は 47.0

（11.8）歳で，高齢者（65 歳以上）は 9.0％（36

名）であり，男性が回答者の 2/3 弱を占めた。職業

は，自営業，会社員，学生，その他がそれぞれ

10.8％，47.3％，1.0％，41.0％であり，学生の割

合が低かった。全体の約半数はてんかん以外の疾患

の治療も受けていた。治療を受けている疾患で最も

多かったのは精神疾患で，全体の 15.8％が治療を

受けていた。

　2-2．てんかん患者が必要とした情報

　各カテゴリーの必要度，情報の入手率及び入手し

た情報の満足度の集計結果を図 1に示す。各カテ

ゴ リ ー の 必 要 度 は，「 日 常 生 活（49.8 ％）」

「COVID-19（48.0％）」「社会 / 経済（41.3％）」「仕

事（39.0％）」「てんかん（38.0％）」「てんかん治療

（36.5％）」「一般医療（34.8％）」「学業（22.0％）」

であった。情報の入手率は「てんかん（51.3％）」

以外のカテゴリーは全て 60％以上であった。情報

の満足度に関しては，「てんかん治療」の情報を入

手できた回答者の満足度（69.3％）が最も高かった。

　患者が必要と感じた具体的な情報及びその入手先

の集計結果（「入手できなかった」を除いた上位 3

位，複数選択可）を表 4に示す。必要と感じた情

報には，「日常生活」に関しては日用品の不足及び

入手状況，緊急事態宣言及び休業要請，イベントの

自粛や延期，「COVID-19」に関しては予防策 /検査

/ 治療，COVID-19 という疾患の概要，感染経路が

それぞれ含まれた。「社会 / 経済」では，経済の悪

化及び今後の予測に関する情報が必要な回答者が

90.3％を占めた。最も回答割合が高かった情報の入

手先は，「日常生活」「COVID-19」「社会 /経済」で

は報道，「てんかん」「てんかん治療」「一般医療」

患者背景因子 区　　分
初回調査
（n＝400）

％
第 2回調査
（n＝400）

％

抗てんかん薬以外の
治療薬服用の有無

服用していない
1～ 2剤服用している
3～ 4剤服用している
5剤以上服用している

－
－
－
－

－
－
－
－

217
 65
 60
 58

54.3
16.3
15.0
14.5

てんかん又は合併症による
救急搬送又は入院経験の有無

緊急搬送された又は /及び入院したことがある
緊急搬送されたことも入院したこともない

－
－

－
－

323
 77

80.8
19.3

2020 年 1 月 9 日～ 5 月 25 日
の間のてんかん治療目的での
受診方法（薬を受け取るだけ
も含む）

これまでと変わらず通院
頻度を減らして通院
オンライン /電話診療に切替え
通院とオンライン /電話診療の併用
その他 

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

326
 32
 17
 16
  9

81.5
 8.0
 4.3
 4.0
 2.3

2020 年 1 月 9 日～ 5 月 25 日
の間に予定されていた検査・
投薬・手術に COVID-19 流行
の影響による変更が生じたかa）

特に変更はなかった
検査に変更が生じた
投薬に変更が生じた
手術に変更が生じた
その他

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

362
 29
 12
  3
  1

90.5
 7.3
 3.0
 0.8
 0.3

2020 年 1月 9日～ 5月 25日の
発作の変化

COVID-19 流行前と変化なし
悪化した
改善した
その他

－
－
－
－

－
－
－
－

368
 15
 12
  5

92.0
 3.8
 3.0
 1.3

COVID-19；新型コロナウイルス感染症，a）複数選択可。

表 3　患者背景（つづき）
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表 4　患者が必要と感じた具体的な情報及び情報入手経路（初回調査）

カテゴリー 必要と感じた具体的な情報（上位 3位） a） 入手経路（上位 3位） a）

「日常生活」
日用品（マスク / トイレットペーパー等）の不足及び入手状況
について（76.9％），緊急事態宣言及び休業要請について
（71.9％），イベントの自粛や延期について（44.7％）

報道から（35.2％），家族から（32.7％），
医療従事者から（18.6％）

「COVID-19」
COVID-19 の予防策 /検査 / 治療について（81.8％），COVID-19
とはどのような病気なのか（77.1％），感染経路（74.0％）

報道から（52.6％），医療従事者から
（25.5％），家族から（20.8％）

「社会 /経済」
経済の悪化及び今後の予測について（90.3％），倒産について
（46.1％），失業率について（44.8％）

報道から（50.9％），家族から（15.2％），
その他（13.9％）

「仕事」
緊急事態宣言及び休業要請について（70.5％），社会制度につい
て（53.2％），テレワークについて（44.2％）

その他（31.4％），報道から（25.0％），
家族から（14.7％）

「てんかん」
COVID-19 重症化のリスクについて（71.1％），COVID-19 にか
かった場合のてんかんへの影響について（66.4％），不安やスト
レスなどの発作への影響について（65.8％）

医療従事者から（32.2％），家族から
（10.5％），その他（8.6％）

「てんかん治療」
外来診療について（67.8％），抗てんかん薬の処方について
（54.8％），オンライン又は電話診療について（42.5％）

医療従事者から（48.6％），家族から
（10.3％），その他（4.8％）

「一般医療」
医療崩壊について（64.0％），てんかん以外の疾患治療のための
外来診療（64.0％），院内感染 /クラスターについて（62.6％）

医療従事者から（33.8％），報道から
（23.0％），家族から（20.9％）

「学業」
オンライン授業について（61.4％），緊急事態宣言及び休校要請
について（59.1％），授業料について（33.0％）

家族から（31.8％），報道から（28.4％），
その他（15.9％）

COVID-19；新型コロナウイルス感染症，a）複数選択可。

図 1　てんかん患者にとっての各調査項目の必要度，情報入手率及び入手した情報の満足度（初回調査）

非常に必要

かなり必要

満足度

情報入手率

患者割合（％）

日常生活
（49.8％,
n=199）

社会 /経済
（41.3％,
n=165）

COVID-19
（48.0％,
n=192）

仕　　事
（39.0％,
n=156）

てんかん
（38.0％,
n=152）

てんかん治療
（36.5％,
n=146）

一般医療
（34.8％,
n=139）

学　　業
（22.0％,
n=88）

20

0

40

60

80

41.2

54.5

69.3

52.6
49.1

45.2

55.2
50.6

100

77.3

72.7

60.3

70.5
75.2

84.9
79.4

51.3

各カテゴリー（「日常生活」「COVID-19」「社会 / 経済」「仕事」「てんかん」「てんかん治療」「一般医療」「学業」）に含まれる情報の
内容については表 2を参照。
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では医療従事者，「仕事」ではその他，「学業」では

家族であった。

　なお，「てんかん」及び「てんかん治療」を「非

常に必要」又は「かなり必要」と回答した患者全体

と比べて，これらの情報を入手できなかった患者が

必要とした（回答割合が 5％以上高かった）情報

は，「てんかん」に関しては認められず，「てんかん

治療」に関しては脳波検査 / 外科手術（全体 24.7

％，入手できなかった患者群 32.8％）及びてんか

ん重積時の救急対応（全体 34.9％，入手できなかっ

た患者群 48.3％）であった。

　I（表 2のA～H以外で「非常に必要」と感じた

情報）及び J（表 2のA～H以外で「かなり必要」

と感じた情報）の自由回答では，COVID-19 感染リ

スク・予防・感染後のプロセスに関すること（n＝

11）が最も多く，次いで多かったのが雇用・補償

に関すること（n＝5）であった。

3．第 2回調査

　3-1．患者背景（表 3）

　初回調査と同一の調査項目の患者背景の分布は，

初回調査と同様であった。回答者は男性が多く

（66.3％），全体の約半数がてんかん以外の疾患の治

療も受けており，精神疾患を合併した患者は 13.3

％であった。平均年齢（標準偏差）は 46.2（12.3）

歳で，高齢者（65 歳以上）は 7.8％（31 名）であ

り，職業別では学生の割合が低かった（2.5％）。

　第 2回調査のみに含まれた患者背景因子に関して

は，罹病期間が 3年未満の患者が 19.0％と比較的

少なく，約 8 割の患者が親族と同居していた。ま

た，95％以上の患者は抗てんかん薬を服用してお

り，約半数の患者は 1剤のみを服用していた。さら

に，約 8割の患者はてんかん又は合併症による救急

搬送，入院又はその両方の経験があった。2020 年

1月 9日～ 5月 25 日のてんかん治療の受診方法（薬

剤処方のみも含む）に関しては，以前と変わらず通

院した患者が約 8割で，COVID-19 流行の影響で予

定されていた検査・投薬・手術に何らかの変更が生

じたと回答した患者は 9.3％であった。また，3.8％

の患者が期間中にてんかん発作の悪化が認められた

と回答した。

　3-2．てんかん患者が必要とした情報

　各カテゴリーの必要度，情報の入手率及び入手し

た情報の満足度の集計結果を図 2に示す。患者全

体の集計（図 2A）での各カテゴリーの必要度は，

「日常生活（46.0％）」「COVID-19（45.8％）」「仕事

（40.3％）」「社会 /経済（39.3％）」「てんかん（38.8

％）」「一般医療（37.5％）」「てんかん治療（35.5

％）」「学業（23.0％）」であった。初回調査と同様

に，情報の入手率は「てんかん（50.3％）」以外の

カテゴリーはすべて 60％以上であった。情報の満

足度に関しては，「てんかん治療」が 58.9％と最も

高かったが，「てんかん（57.7％）」及び「一般医療

（57.6％）」も同様に高かった。

　患者が必要と感じた具体的な情報及びその入手先

の集計結果（「入手できなかった」を除いた上位 3

位，複数選択可）を表 5に示す。必要と感じた主

要な情報は，初回調査とほぼ同様の結果であった。

初回調査との違いは，「てんかん」では初回調査時

に「不安やストレスなどの発作への影響（65.8％）」

が含まれたのに対して，第 2回調査では同項目が含

まれず，代わりに「新型コロナウイルス感染との関

係（63.2％）」が含まれたことのみであった。情報

の入手先も同様で，初回調査の結果と大きく異なる

ことはなかった。初回調査との相違点は，「社会 /

経済」「てんかん」及び「学業」では初回調査時に

「その他（それぞれ 13.9％，8.6％及び 15.9％）」が

含まれたのに対して，第 2回調査では含まれず，代

わりにそれぞれ医療従事者（14.6％），てんかん患

者以外の友人 /知人（7.1％）及び医療従事者（18.5

％）が含まれたことであった。また，「仕事」では

同率 3位として医療従事者が含まれた。

　なお，「てんかん」及び「てんかん治療」を「非

常に必要」又は「かなり必要」と回答した患者全体

と比べて，これらの情報を入手できなかった患者が

必要とした（回答割合が 5％以上高かった）情報は

認められなかった。

　I（表 2のA～H以外で「非常に必要」と感じた

情報）及び J（表 2のA～H以外で「かなり必要」

と感じた情報）の自由回答では，COVID-19の感染リ

スク・予防・感染後のプロセスに関すること（n＝6）

が最も多く，次いで医薬品・検査・病院（n＝2）及

び合併症（n＝2）に関することであった。

　さらに，情報の必要度に関連する患者背景因子を

探索するため，各因子別のサブグループ解析を実施

した。その結果，患者数が 1名のみのサブグループ

を除いた予備的な解析では，「てんかん」及び「て
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図 2　特定のてんかん患者にとっての各調査項目の必要度，情報入手率及び入手した情報の満足度（第 2回調査）

各カテゴリー（「日常生活」「COVID-19」「社会 / 経済」「仕事」「てんかん」「てんかん治療」「一般医療」「学業」）に含まれる情報の
内容については表 2を参照。

日常生活
（46.0％,
n=184）

社会 /経済
（39.3％,
n=157）

COVID-19
（45.8％,
n=183）

仕　　事
（40.3％,
n=161）

てんかん
（38.8％,
n=155）

てんかん治療
（35.5％,
n=142）

一般医療
（37.5％,
n=150）

学　　業
（23.0％
n=92）
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60
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44.8

58.957.6

57.7

42.5

55.7
50.9

55.1

100

72.8
66.966.0

50.3

76.475.8

86.984.8

患者割合（％）

A　全体（n=400） 

かなり必要
非常に必要 満足度

情報入手率

日常生活
（73.3％,
n=11）

社会 /経済
（66.7％,
n=10）

COVID-19
（73.3％,
n=11）

仕　　事
（73.3％,
n=11）

てんかん
（86.7％,
n=13）

てんかん治療
（73.3％,
n=11）

一般医療
（66.7％
n=10）

学　　業
（46.6％,
n=7）
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75.0

33.3
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75.0

100

85.7
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100.0100.0100.0100.0

92.3

患者割合（％）

B　発作悪化群（n=15） 

かなり必要
非常に必要 満足度

情報入手率
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図 2　特定のてんかん患者にとっての各調査項目の必要度，情報入手率及び入手した情報の満足度（第 2回調査）（つづき）

57.1

日常生活
（77.8％,
n=7）
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（66.7％,
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n=7）
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n=8）
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n=6）
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D　発作悪化かつ検査・投薬・手術に変更あり群（n=9）

かなり必要
非常に必要 満足度

情報入手率

各カテゴリー（「日常生活」「COVID-19」「社会 /経済」「仕事」「てんかん」「てんかん治療」「一般医療」「学業」）に含まれる情報の
内容については表 2を参照。
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C　検査・投薬・手術に変更あり群（n=37）

（387）



　　診療と新薬・第 58 巻　第 5号（2021 年 5 月）　　28

んかん治療」（以下，てんかん関連情報）の必要度

が高かった患者群（上位 3 位）は，2020 年 1 月 9

日～ 5月 25 日に発作が悪化したと回答した患者（n

＝15），同期間中に COVID-19 の影響により検査に

何らかの変更が生じたと回答した患者（n＝29）及

び手術に何らかの変更が生じたと回答した患者（n

＝3）であった（データは示さず）。ただし，手術

に何らかの変更が生じた患者は 3名のみであり，検

査に変更があった患者，投薬に変更があった患者，

手術に変更があった患者の 3群には同一患者が含ま

れていた。こうしたことから，発作が悪化したと回

答した患者群を対象としたサブグループ解析に加え

て，検査・投薬・手術のいずれかに変更が生じたと

回答した患者群（n＝37）での解析，発作が悪化

し，かつ検査・投薬・手術にも変更が生じたと回答

した患者群（n＝9）での解析も実施した。これら

の結果を図 2B～ Dに示す。発作が悪化し，かつ検

査・投薬・手術にも変更が生じたと回答した患者群

（図 2D）では，てんかん関連情報の必要度が最も

高く，これらの患者ではてんかん関連情報の入手率

及び入手した情報の満足度が患者全体（図 2A）よ

りも高かった。ただし，これらの患者では，全体

（図 2A）と比べて，てんかん関連以外の情報の必

要度も高い傾向にあった。

Ⅳ．考　　　察

　不測の事態が生じた際にてんかん患者をサポート

する方策を検討するための第一歩として，

COVID-19 流行下で日本人の成人てんかん患者が求

めた情報を調査した。その結果，合計 2回の調査の

いずれでも，必要度（「非常に必要」又は「かなり

必要」と回答した患者の割合）が最も高かったカテ

ゴリーは「日常生活」で，次いで高かったのが

「COVID-19」であった。本調査は 2020 年 1 月 9 日

～ 5月 25 日の間に患者が必要とした情報を調査し

たもので，当時は 2020 年 2 月上旬からマスクが不

足し始め，供給が改善する見通しも立たないという

状況にあった。また，2020 年 2 月 28 日に 7都府県

に緊急事態宣言が発令された後，4月 16 日には宣

言の対象が全国に拡大されたため，自身や家族の生

活スタイルの変更を余儀なくされた患者も多かった

はずであり，本調査の結果はこうした状況が影響し

たものと考えられる。また，てんかん関連情報の必

要度がそれほど高くなかったことには，てんかんが

表 5　患者が必要と感じた具体的な情報及び情報入手経路（第 2回調査）

カテゴリー 必要と感じた具体的な情報（上位 3位） a） 入手経路（上位 3位） a）

「日常生活」
日用品（マスク / トイレットペーパー等）の不足及び入手状況
について（73.9％），緊急事態宣言及び休業要請について
（68.5％），イベントの自粛や延期について（46.7％）

報道から（39.7％），家族から（32.6％），
医療従事者から（22.8％）

「COVID-19」
COVID-19 とはどのような病気なのか（79.2％），COVID-19 の
予防策 /検査 / 治療について（78.1％），感染経路（65.0％）

報道から（45.9％），医療従事者から
（35.0％），家族から（20.8％）

「仕事」
緊急事態宣言及び休業要請について（68.9％），社会制度につい
て（50.3％），テレワークについて（48.4％）

報道から（26.1％），家族から（23.6％），
医療従事者から及びその他（各 20.5％）

「社会 /経済」
経済の悪化及び今後の予測について（86.6％），倒産について
（50.3％），失業率について（43.9％）

報道から（45.2％），家族から（18.5％），
医療従事者から（14.6％）

「てんかん」
COVID-19 重症化のリスクについて（65.2％），新型コロナウイ
ルス感染との関係について（63.2％），COVID-19 にかかった場
合のてんかんへの影響について（60.6％）

医療従事者から（36.1％），家族から
（8.4％），てんかん患者以外の友人 / 知
人から（7.1％）

「てんかん治療」
外来診療について（71.8％），抗てんかん薬の処方について
（58.5％），オンライン又は電話診療について（38.7％）

医療従事者から（57.7％），家族から
（12.7％），その他（7.0％）

「一般医療」
てんかん以外の疾患治療のための外来診療（62.7％），医療崩壊
について（58.7％），院内感染 /クラスターについて（48.7％）

医療従事者から（42.7％），報道から
（15.3％），家族から（14.0％）

「学業」
緊急事態宣言及び休校要請について（58.7％），オンライン授業
について（51.1％），授業料について（27.2％）

家族から（23.9％），報道から（20.7％），
医療従事者から（18.5％）

COVID-19；新型コロナウイルス感染症，a）複数選択可。
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COVID-19 重症化のリスク因子とは考えられていな

いことが影響を及ぼした可能性も考えられた。以上

に加えて，海外の一部の国々では，COVID-19 の流

行下で薬剤の入手が困難になったことが報告されて

おり 7）～ 10），国内でも月間の処方箋受付枚数が前年同

時期と比べて減少した可能性を示唆する調査結果も

あるものの 11），現状では COVID-19 の流行によって

抗てんかん薬の供給に支障が生じていることを示唆

する情報はないことも結果に影響を及ぼした要因の

一つと考えられた。

　次に，情報の入手率を調査した結果，「てんか

ん」については，初回調査，第 2回調査のいずれで

も半数近くの患者が情報を入手することができな

かったと回答した。一方，「てんかん治療」につい

ては，情報を入手できなかった患者の割合がそれほ

ど高くなかった。これは，「てんかん」に関して

は，てんかん患者の COVID-19 重症化のリスクや，

COVID-19 に感染した場合にてんかんに及ぼす影響

などといった情報が調査時点では十分でなく，質問

を受けた医療従事者が回答しづらかったことが原因

である可能性が考えられた。これに対して，「てん

かん治療」に関しては 2020 年 3 月～ 5 月上旬にか

けて，日本てんかん学会のホームページに

「COVID-19 感染予防対策として，脳波検査に関す

る注意喚起（他学会との合同提言）」や「新型コロ

ナウイルス感染症流行期のてんかん診療指針」

「ILAE（国際抗てんかん連盟）のてんかんとコロナ

に関する FAQ（よくある質問と回答）」といった，

てんかん診療に必要な情報が次々と掲載されたた

め，医療従事者がこれらに基づいて患者が求めた情

報を提供できた可能性が考えられた。

　情報の満足度に関しては，初回調査，第 2回調査

のいずれでも情報を入手できた場合の満足度が 50

％未満であったカテゴリーは「社会 / 経済」及び

「学業」であった。一方，初回及び第 2回調査のい

ずれでも，最も満足度が高かったカテゴリーは「て

んかん治療」であり，患者が求めた内容に対し医療

従事者より満足のいく説明がなされた可能性が示唆

された。

　COVID-19 の流行が世界的に拡大した現在，一部

のてんかん患者には発作の悪化が認められることが

世界各国から報告されている 7）～ 9）12）～14）。また，

COVID-19 の流行は，てんかんのセルフマネージメ

ントに支障を及ぼしたり，てんかん治療に関する変

更や不安をもたらしたりするなど，てんかん患者に

様々な影響を及ぼしている 5）7）8）。このため，発作が

悪化した患者のうち，60％は不安，56％は不眠を

それぞれ訴えたという調査結果も報告されている

（発作が悪化しなかった患者では 37％が不安，26％

が不眠を訴えた） 12）。本調査では，患者が抱える困

難や患者の心理面への影響などは調査項目に含めな

かったが，少数ながらも，てんかん発作が悪化し，

かつ検査・投薬・手術に何らかの変更が生じたと回

答した患者（n＝9）では，てんかん関連情報の必

要度が最も高かった。これは，発作が悪化した患者

では COVID-19 流行に伴う不安や心理的ストレス

が大きかった可能性を示すものである。したがっ

て，てんかんは COVID-19 の重症化のリスク因子

ではない可能性が高いものの，発作が悪化した患者

に対しては，医療従事者の丁寧な対応が必要と考え

られた。ただし，本調査では，これらの患者群では

てんかん関連情報の入手率及び入手した情報の満足

度が高かったことから，情報を必要とした患者群に

は必要な情報が届いていたことが示唆された。な

お，これらの患者群では，てんかん関連情報以外の

カテゴリーでも情報の必要度が高い傾向にあったこ

とから，発作の悪化とてんかん治療の変更が重なっ

たことにより，情報に対する感度が高くなり，あら

ゆる情報を求めた可能性も考えられた。

　ただし，本調査にはいくつかの限界が存在する。

まず，本調査は楽天インサイトのスペシャルパネル

に登録されたてんかん患者を対象とした調査であ

り，サンプルの代表性の観点から，結果の一般化可

能性の点では限界がある。特に，回答者に学生が占

める割合は 1％と低く，「学業」に関する情報の必

要度について結論づけることは難しい。また，てん

かんに罹患していることは回答者の自己申請に基づ

いたため，てんかん患者以外も回答者に含まれた可

能性が考えられる。患者の背景因子に関しても患者

の自己申告（アンケートへの回答）に基づくもので

あり，たとえば発作頻度の悪化に関しても発作日誌

などを用いて医療従事者が評価したものではない。

さらに，日本に在住していれば本パネルに登録可能

であるため，回答者に外国籍の患者が含まれた可能

性も考えられる。また，調査票の設問や回答の選択

肢が異なれば，異なる回答が得られた可能性も否定
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できない。このような限界はあるものの，

COVID-19 流行下でてんかん患者が必要とした情報

を調査した報告はほとんどないことから，本調査

は，患者と接する医療関係者にとっても参考となる

ものと考える。

Ⅴ．結　　　論

　日本人の成人てんかん患者を対象として 2回の

ウェブアンケート調査を実施した結果，2020 年 1

月 5 日～ 5月 25 日の間に患者が最も必要とした情

報は「日常生活」であり，次いで「COVID-19」で

あった。てんかん発作が悪化し，かつ COVID-19

の影響により検査・投薬・手術のいずれかに何らか

の変更が生じたと回答した患者では，てんかんと

COVID-19 との関連及び COVID-19 流行下でのてん

かん治療に関する情報の必要度が高かった。
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Abstract

 To clarify which type of information was needed by the Japanese adult patients with epilepsy during 
the coronavirus disease 2019 （COVID-19） pandemic, we conducted questionnaire surveys 1） from July 
1 to 3 and 2） from October 15 to 20, 2020. Patients aged at least 18 years were eligible for each 
survey if they had been registered in the special panel of the Rakuten® Insight as a patient with 
epilepsy, if their illness was diagnosed as epilepsy by the end of December 2019, and if they had 
started receiving the treatment of epilepsy before the survey. Items of the questionnaires were 
composed of those 1） about the baseline characteristics and 2） about the type of information which the 
patients needed to know during the COVID-19 pandemic （from Jan 9 to May 25, 2020）. As for the type 
of information, patients rated the degree of its demand using the 5-point scale （extremely needed, 
moderately needed, sometimes needed, less needed, and not needed）. Four hundred patients 
participated in each survey and about two-thirds of the participants were men. In the analysis of the 
type of information, the highest proportion of patients （49.8％ and 46.0％ for the first and second 
survey, respectively） rated daily life as “extremely needed” or “moderately needed” in both surveys. 
COVID-19 was the second most needed type of information （48.0％ and 45.8％ for the first and second 
survey, respectively）. The subgroup analysis revealed that patients who experienced the aggravation 
of seizure and any change in the examination, treatment, or operation owing to the pandemic （n＝9） 
highly needed the information about the association of epilepsy with COVID-19 and the treatment of 
epilepsy during the pandemic （88.9％ each）.

Key words:  Coronavirus disease 2019 （COVID-19）, Cross-sectional study, Epilepsy, Questionnaire 
survey
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