
日本てんかん協会各支部との共催事業  
 
 
平成 24 年度  
 
4月 22日、千葉市 
参加スタッフ：井上有史医師 
てんかん医療の今と昔 
 
6 月 10 日（日）13 時 00 分〜15 時 30 分	 

講演・個別相談会：「てんかんの理解と対処」	 

場所：富士市フィランセ	 

参加スタッフ：西田拓司医師	 

	 

6月 23日、大阪市 
参加スタッフ：西田拓司医師 
MOSES（モーゼス）とは？ 
 
7月 26日（大阪）、8月 7日（東京） 
参加スタッフ：井上有史医師 
第 35回てんかん基礎講座：MOSESについて 
 
8月 2日、東京 
参加スタッフ：高橋幸利医師 
第 17 回てんかん援助セミナー：てんかん発作の種類と発作時の対応	 

 
8 月 18 日-19 日	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：浜松	 

	 参加スタッフ：植田医師、田口看護師	 

	 

9 月 30 日（日）13 時〜15 時 30 分	 	 

	 個別相談会：「てんかんの診断と治療」	 

	 場所：沼津市民文化センター	 

	 参加スタッフ：那須裕郷医師	 

	 

10 月 7 日-8 日	 

	 青年部キャンプ	 

	 場所：京都	 

	 参加スタッフ：松平敬史医師	 

	 



11月 10日、大津市 
参加スタッフ：杉山	 修臨床心理士 
てんかんをもつ子どもの発達について 
 
11月 18日、大阪市 
参加スタッフ：池田	 仁医師 
てんかん市民講座：てんかんの基礎知識 
 
2月 3日、四日市市 
参加スタッフ：今井克美医師、池田	 仁医師	 

個別相談会	 

	 

2 月 24 日（日）13 時 00 分〜15 時 30 分	 

講演・個別相談会：「てんかん発作の正しい理解」「てんかんをもつ子どもの発達支援」	 

場所：富士市フィランセ	 

参加スタッフ：荒木邦彦医師、杉山	 修心理療法士	 

	 

 
平成 23 年度  
 
6 月 12 日（日）13 時〜15 時 30 分	 	 

	 講演・個別相談会：「てんかん、こうしてなおそう！」	 

	 場所：富士市フィランセ	 

	 参加スタッフ：久保田英幹医師、井上有史医師、杉山修臨床心理士	 

	 

8月 5日（大阪）、8月 10日（東京） 
参加スタッフ：杉山	 修	 臨床心理士 
第 34回てんかん基礎講座：発達障害のあるてんかん児の支援 
 
8月 6日、鹿児島市 
参加スタッフ：井上有史医師、今井克美医師 
最新のてんかん医療をめぐって〜子どもの領域と大人の領域 
 
8月 7日、福岡市 
参加スタッフ：井上有史医師、今井克美医師 
最新のてんかん医療をめぐって〜子どもの領域と大人の領域 
 
8月 17日、新居浜市 
参加スタッフ：久保田英幹医師、杉山	 修臨床心理士 
てんかん医療の最前線、発達障害とてんかん、療育支援の実際 
 



8月 19日、高知市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの理解と支援の方法〜特に学校教育や生活支援において 
 
8 月 22 日-23 日	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：富士山樹空の森	 

	 参加スタッフ：伊藤智城医師、岡田めぐみ看護師	 

	 

9月 18日、松江市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかん〜病気と障害の側面について 
 
9月 18日、青森市 
参加スタッフ：鳥取孝安医師 
最新のてんかん手術 
 
9月 18日、四日市市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんと自動車運転と就労 
 
9 月 25 日（日）13 時〜15 時 30 分	 	 

	 個別相談会：「てんかん、こうしてなおそう！」	 

	 場所：沼津市民文化センター	 

	 参加スタッフ：大谷英之医師	 

	 

10 月 15 日-16 日	 

	 青年部キャンプ	 

	 場所：富士五湖	 

	 参加スタッフ：小出泰道医師	 

	 

11月 12日、鹿児島（奄美） 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの基礎〜診断と治療、発作への対応 
 
11月 13日、宇都宮市 
参加スタッフ：重松秀夫医師 
てんかんの基礎知識 
 
11月 20日、安曇野市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 



てんかんとその障害 
 
2月 12日、宮城（仙台） 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかん医療の現状〜震災から見えてきたもの 
 
2月 18日、香川県、宇多津町 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの治療とその予後 
 
2月 19日、徳島市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかん市民公開講座 
 
2月 26日、北海道（函館） 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんと家族〜障害への対応 
 
2 月 26 日（日）13 時〜15 時 30 分	 	 

	 講演・個別相談会：「てんかんとつきあうために知っておきたいこと」	 

	 場所：静岡市・清水テルサ	 

	 参加スタッフ：最上友紀子医師、杉山修臨床心理士	 

	 

 
平成 22 年度  
 
6 月 13 日（日）13 時〜15 時 30 分	 	 

	 講演・個別相談会：「てんかん治療に関する最近の話題から」	 

	 場所：富士市フィランセ	 

	 参加スタッフ：今井克美医師	 

	 

6月 26日、旭川 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんと障害 
 
7月 18日、福井 
参加スタッフ：池田	 仁医師 
成人のてんかん 
 
8月 3日、東京 
参加スタッフ：井上有史医師 



てんかん治療の最前線：新薬の治療効果 
 
7月 30日（大阪）、8月 4日（東京） 
参加スタッフ：今井克美医師 
ケトン食療法、第 33回てんかん基礎講座 
 
8月 17日、松山 
参加スタッフ：杉山	 修心理士 
発達障害を併せ持つてんかんの子どもの支援について 
 
8 月 21 日-22 日	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：浜松市の弁天島	 

	 参加スタッフ：最上友紀子医師、麻生看護師	 

	 

10 月 9 日-10 日	 

	 青年部キャンプ	 

	 場所：知多半島	 

	 参加スタッフ：	 

	 

10月 31日、宇都宮 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんと障害 
 
10 月 31 日（日）13 時〜15 時 30 分	 	 

	 講演・個別相談会：「小児てんかんの治療」	 

	 場所：沼津市・市民文化センター	 

	 参加スタッフ：高山留美子医師	 

	 

11月 14日、松本 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの発作とその治療について〜新薬の情報も含めて〜 
 
12月 19日、鹿児島 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの臨床〜発作の介助と新薬〜 
 
2月 19日、四日市 
久保田英幹、重松秀夫医師 
個別相談 
 



2月 21日、藤沢 
参加スタッフ：池田	 仁医師 
大人のてんかん 
	 	  
2月 26日、旭川 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんと家族、精神障害者家族支援プログラム 
 
2月 27日、釧路 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんと家族、精神障害者家族支援プログラム 
 
2 月 27 日（日）13 時〜15 時 30 分	 	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの薬物治療」	 

	 場所：静岡市・清水テルサ	 

	 参加スタッフ：池田	 仁医師、杉山修臨床心理士、田尻看護師、堀友輔ソーシャルワーカー	 

	 

 
平成 21 年度  
 
4月 8日、甲府市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかん診療の実際 
 
4月 26日、名古屋 
参加スタッフ：中村文裕医師 
てんかんに伴う精神・心理的諸問題 
 
5月 17日、鹿児島 
参加スタッフ：井上有史医師 
新しい薬物療法 
 
6月 13日、熊本 
参加スタッフ：馬場好一医師 
てんかん外科の適応と術後経過 
 
6 月 14 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「成人てんかんの診断と治療」	 

	 場所：富士市フィランセ	 

	 参加スタッフ：安元眞吾医師	 

	 



6月 20日、岐阜市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
小児てんかんの正しい理解と対応 
 
7月 19日、青森 
参加スタッフ：臼井直敬医師 
最新のてんかん手術 
 
7月 26日、京都 
参加スタッフ：井上有史医師 
最近のてんかん医学事情 
 
7月 26日、京都 
参加スタッフ：杉山	 修心理士 
てんかんのある子どもの療育・教育支援 
 
7月 30日、8月 4日、大阪、東京 
参加スタッフ：重松秀夫医師 
てんかん発作のいろいろ 
 
8月 3日、福岡市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの基嘘から最新の治療まで 
 
8月 8日、甲府市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
QOL の向上をめざした包括的なてんかん医療 
 
8月 21日、西予市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの治療とリハビリテーション 
 
8月 21日、熊本市 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの臨床：発作の介助と新薬の話 
 
8 月 22 日-23 日	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：伊豆の国市	 

	 参加スタッフ：	 

	 



10 月 11 日-12 日	 

	 青年部キャンプ	 

	 場所：三重県方面	 

	 参加スタッフ：	 

	 

10月 18日、兵庫県 
参加スタッフ：今井克美医師 
最新のてんかん医療 
 
10月 24日、前橋 
参加スタッフ：井上有史医師 
最近のてんかん医学事情 
 
11月 1日、郡山市 
参加スタッフ：豊泉三枝子看護師 
発作の対応・入院について 
 
11月 1日、大和郡山 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんの治療 
 
11月 1日、郡山市 
参加スタッフ：今井克美医師 
てんかんって何？ 
	 	  
11 月 1 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの外科治療について」	 

	 場所：沼津市・東部地域交流プラザ	 パレット	 

	 参加スタッフ：藤谷繁医師、杉山修臨床心理士、堀友輔ソーシャルワーカー、網島看護師	 

	 

11月 15日、高知市 
参加スタッフ：松田一巳医師 
てんかんの外科治療について 
 
12月 19日、東京 
参加スタッフ：中村文裕医師 
てんかんに合併した行動障害 
 
12月 19日、滋賀 
参加スタッフ：馬場好一医師 
てんかん外科の適応と術後経過 



 
2月 2日、仙台 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかん治療とリハビリテーション 
 
2月 14日、西宮 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかん：年齢に応じた対応と QOL 
 
2月 21日、藤沢市 
参加スタッフ：橋本睦美ソーシャルワーカー 
てんかんで使える制度と事例 
 
2月 21日、福岡市 
参加スタッフ：橋本睦美ソーシャルワーカー 
てんかんで使える制度 
 
3月 7日、名古屋 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんとその障害 
 
3月 7日、東京 
参加スタッフ：久保田英幹医師 
てんかんとその障害 
 
3 月 8 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの外科治療」	 

	 場所：清水テルサ	 

	 参加スタッフ：臼井直敬医師、杉山修臨床心理士	 

	 

3月 28日、東京 
参加スタッフ：日吉俊雄医師 
てんかんの予後と治療の終了 
 
 
平成 20 年度  
 
4月 20日、大津 
	 参加スタッフ：杉山修発達支援室主任 
	 てんかんの子どもの療育 
 



6 月 1 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの治療について」	 

	 場所：富士市フィランセ	 

	 参加スタッフ：重松秀夫医師、杉山修臨床心理士、橋本睦美ソーシャルワーカー	 

	 

6月 14日、島根 
	 参加スタッフ：高橋幸利医師 
	 てんかんの基礎と心理社会的問題 
 
7月 24日、大阪市 
	 参加スタッフ：井上有史医師、久保田英幹医師 
	 第 31回てんかん基礎講座 
 
7月 28日、東京都 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 てんかんのある人の生活支援 
 
8月 1日、東京都 
	 参加スタッフ：井上有史医師、久保田英幹医師 
	 第 31回てんかん基礎講座 
 
8月 9日、岐阜 
	 参加スタッフ：井上有史医師 
	 てんかんの治療について：最新の話題 
 
8 月 23 日-24 日	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：浜松市	 

	 参加スタッフ：池上医師、米山看護師	 

	 

10 月 5 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの治療と社会復帰について」	 

	 場所：沼津市東部保健所	 

	 参加スタッフ：中村文裕医師	 

	 

11月 16日、宇都宮 
	 参加スタッフ：今井克美医師 
	 治りやすいてんかんと治りにくいてんかん 
 
11月 10日、津 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 



	 てんかん患者の生活支援 
 
1 月 25 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんのくすり：新薬を中心に」	 

	 場所：磐田市竜洋公民館	 

	 参加スタッフ：小出泰道医師、杉山修臨床心理士、堀友輔ソーシャルワーカー、舛田俊一看護師

長	 

	 

2月 21日、旭川 
	 参加スタッフ：高橋幸利医師 
	 てんかんの新しい治療薬・治療法 
 
3 月 8 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの診断と治療」	 

	 場所：清水テルサ	 

	 参加スタッフ：大谷英之医師、杉山修臨床心理士	 

	 

 
平成 19 年度  
 
6 月 3 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの治療」	 

	 場所：富士市フィランセ	 

	 参加スタッフ：田中正樹医師	 

	 

6月 9日	 熊本 
	 参加スタッフ：八木和一医師 
	 てんかんについて（九州ブロック大会） 
 
7月 21日	 東京 
	 参加スタッフ：杉山修発達支援室主任 
	 てんかんをもつ子どもの教育上の留意点（東京都支部） 
 
7月 23日	 大阪 
	 参加スタッフ：井上有史医師 
	 成人てんかんにおける薬物治療ガイドライン（第 30回基礎講座） 
 
7月 24日	 大阪 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 てんかんのある人の QOL（第 30回基礎講座） 
 



7月 30日	 東京 
	 参加スタッフ：井上有史医師 
	 成人てんかんにおける薬物治療ガイドライン（第 30回基礎講座） 
 
7月 31日	 東京 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 てんかんのある人の QOL（第 30回基礎講座） 
 
8月 23日	 東京 
	 参加スタッフ：杉山修発達支援室主任 
	 てんかんのある子の支援・発達の様子と対応の仕方、家族との連携など（東京都支部） 
 
8 月 24 日-25 日	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：本栖湖	 

	 参加スタッフ：美根医師、村瀬看護師	 

	 

9月 2日	 宮崎 
	 参加スタッフ：高橋幸利医師 
	 てんかんと発達障害支援（宮崎県支部） 
 
10 月 7 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの治療について」	 

	 場所：沼津市東部保健所	 

	 参加スタッフ：重松秀夫医師	 

	 

10 月 7・8 日（日・祝）	 

	 青年部旅行	 

	 行先：甲府方面	 

	 参加スタッフ：高橋医師、原田看護師、堀ソーシャルワーカー	 

	 

10月 21日	 神戸 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 てんかんの年齢に応じたケア（兵庫県支部） 
 
11月 24・25日	 愛知 
	 参加スタッフ：杉山修発達支援室主任 
	 日本てんかん協会全国大会・療育分科会 
 
12月 9日	 東京 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師他 



	 てんかん市民公開講座 
 
1 月 27 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかんの治療」	 

	 場所：磐田市竜洋公民館	 

	 参加スタッフ：池田仁医師	 

	 

3 月 9 日（日）13 時〜15 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「小児てんかんの診断から治療まで」	 

	 場所：清水テルサ	 

	 参加スタッフ：今井克美医師	 

	 

 
平成 18 年度  
 
4月 15日（土）長野県・茅野市 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 てんかんについて 
 
4月 22日（土）山梨県・甲斐市 
	 参加スタッフ：井上有史医師 
	 成人の難治てんかん 
 
6月 10日（土）沖縄 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 てんかんの基礎と心理社会的問題 
 
6 月 25 日（日）13 時〜16 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：「てんかん発作のいろいろと介助」	 

	 場所：富士市フィランセ	 

	 参加スタッフ：二階堂弘輝医師	 

	 

7月 17日（月・祝）京都 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 てんかんのある子どもの生活と社会的自立 
 
7月 22日（火）山形市 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 てんかんのリハビリテーション 
 
7月 24日（火）東京 



	 参加スタッフ：杉山修発達支援室主任 
	 てんかんをもつ子どもの教育指導上の留意点について 
 
8 月 19・20 日（土・日）	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：浜名湖・三ヶ日	 

	 参加スタッフ：小田望医師・西家あや子看護師	 

	 

10 月 1 日（日）午後	 

	 講演・個別相談会：「てんかんと発達障害」	 

	 場所：沼津市	 

	 参加スタッフ：下村次郎医師	 

	 

10 月 8・9 日（日・祝）	 

	 青年部旅行	 

	 行先：神奈川県方面	 

	 参加スタッフ：医師	 

	 

10月 21日（土）香川 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師医師・杉山修発達支援室主任 
	 てんかんの治療と予後・発達支援とてんかん?療育支援の実際 
 
10月 22日（日）高知 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師医師・杉山修発達支援室主任 
	 てんかんの治療と予後・発達支援とてんかん?療育支援の実際 
 
11 月 19 日（日）13 時 30 分〜	 

	 講演・個別相談会：「わかりやすいてんかん：その原因治療から初期対応まで」	 

	 場所：アクトシティ浜松	 

	 参加スタッフ：大谷英之医師	 

	 

２月 4 日（日）13 時 30 分〜	 

	 講演・個別相談会：	 

	 場所：浜松市福祉交流センター	 

	 参加スタッフ：中村文裕医師	 

	 

2月 25日（日）松江市 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
	 最新のてんかん治療と展望 
 
３月 4 日（日）13 時 15 分〜	 



	 講演・個別相談会：	 

	 場所：静岡市グランシップ	 

	 参加スタッフ：四家達彦医師	 
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4月 24日（日）名古屋市 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
 
6 月 12 日（日）13 時〜16 時 30 分	 

	 講演・個別相談会：	 

	 場所：富士市フィランセ	 

	 参加スタッフ：福島医師	 

	 

7月 9日（土）山梨・富士河口湖町 
	 参加スタッフ：下村次郎医師 
 
7月 27日（水）神奈川県・横浜市 
	 参加スタッフ：工藤達也医師 
 
8 月 20・21 日（土・日）	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：沼津方面	 

	 参加スタッフ：二階堂医師	 

	 

8月 22日（月）愛媛県・松山市 
	 参加スタッフ：田中正樹医師・杉山修発達支援室主任 
 
8月 23日（火）徳島県・徳島市 
	 参加スタッフ：田中正樹医師・杉山修発達支援室主任 
 
9月 11日（日）岐阜県・岐阜市 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
 
9 月 25 日（日）午後	 

	 講演・個別相談会：	 

	 場所：沼津市	 

	 参加スタッフ：田中医師	 

	 

10月 2日（日）長野県・駒ヶ根市 



	 参加スタッフ：井上有史医師 
 
10 月 9・10 日（日・祝）	 

	 青年部旅行	 

	 行先：奥浜名湖	 

	 参加スタッフ：大谷医師	 

	 

11 月 6 日（日）13 時 30 分〜	 

	 講演・個別相談会：	 

	 場所：アクトシティ浜松	 

	 参加スタッフ：藤原医師	 

	 

11月 6日（日）滋賀県 
	 参加スタッフ：田中正樹医師 
 
11月 13日（日）愛知県・半田市 
	 参加スタッフ：久保田英幹医師 
 
11月 27日（日）三重県・四日市市 
	 参加スタッフ：重松秀夫医師 
 
12 月 4 日（日）午後	 

	 講演・個別相談会：	 

	 場所：クリエイト浜松	 

	 参加スタッフ：西田医師	 

	 

２月 12 日（日）13 時 30 分〜	 

	 講演・個別相談会：	 

	 場所：磐田市	 

	 参加スタッフ：高橋医師	 

	 

３月 5 日（日）13 時 30 分〜	 

	 講演・個別相談会：	 

	 場所：静岡市	 

	 参加スタッフ：井上医師	 
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5 月 16 日（日）	 	 

	 親子・青年部バスレク	 



	 行先：浜名湖花博	 

	 参加スタッフ：安藤看護師	 

	 

6 月 13 日（日）	 

	 講演・個別相談会：てんかんの治療と生活	 

	 場所：富士市フィランセ	 

	 参加スタッフ：井上医師	 

	 

6 月 27 日（日）	 

	 シンポジウム：てんかんをもつ子どものかかわり方	 

	 場所：湖西市健康福祉センターおぼと	 

	 参加スタッフ：久保田（英）医師・杉山指導員	 

	 

7 月 11 日（日）	 

	 市民公開セミナー：こどものひきつけ	 

	 場所：静岡市あざれあ	 

	 参加スタッフ：久保田（裕）医師	 

	 

8 月 21・22 日（土・日）	 

	 親子サマーキャンプ	 

	 場所：富士	 

	 参加スタッフ：山崎医師、山口看護師	 

	 

9 月 19 日（日）	 

	 講演・個別相談会：てんかんの治療	 

	 場所：沼津市	 

	 参加スタッフ：重松医師	 

	 

10 月 2 日（土）	 

	 市民公開セミナー：てんかんは治る	 

	 場所：静岡市グランシップ	 

	 参加スタッフ：久保田（英）医師、松田医師、三原医師、（大田原先生）	 

	 

10 月 10・11 日（日・祝）	 

	 青年部旅行	 

	 行先：大阪	 

	 参加スタッフ：梅岡医師、良知看護師	 

	 

11 月 14 日（日）	 

	 講演・個別相談会：てんかんとは？	 

	 場所：浜松市クリエート浜松	 



	 参加スタッフ：中村医師	 

	 

２月６日（日）	 

	 講演・個別相談会：てんかんの理解と対処	 

	 場所：浜北市民文化センター内中央公民館会議室	 

	 参加スタッフ：西田医師	 

	 

３月６日（日）	 

	 講演・個別相談会：てんかんをもつ子どもの発達障害、学習障害	 

	 場所：静岡市ハートピア清水	 

	 参加スタッフ：高橋医師他	 

	 

 


