
　トロント小児病院神経科の臨床神経生理学部門は主に、てんかん発作またはその疑いのある患者のビデオ脳波

モニタリングとその解析、てんかんの外科治療のための評価を行っている部門です。当部門を実習先として選んだ

理由は、私が将来、児童思春期精神に携わる医師を目指しており、そのために必要なスキルの1つである脳波について

学びたいと思ったからです。また、研究にも興味がある私にとって、当部門での実習では臨床研究にも従事させていた

だける点が魅力的でした。

　私は当部門において、先生方の脳波解析や各種カンファレンス・セミナーへの参加、てんかんの外科手術の見学を

し、また脳波に関する研究の助手を務めさせていただきました。

　脳波解析では、外来及び入院患者をモニタリングしたビデオ脳波を使って脳波所見について学びました。脳波は

実習で見たことはありましたが、ビデオモニタリングのものは初めてで、同じてんかん発作でも、患者によってその具体

的な発作の様子が異なり、複数のパターンがあることを学べました。

　カンファレンスやセミナーでは、脳波の基本的なメカニズムや、小児精神・神経疾患のことに関係する研究について

知ることが出来ました。そして、聴衆から活発に質問が飛び、議論される様子は日本では中々見られないもので、文化

の違いを感じました。

　てんかんの外科手術は、まず皮質脳波電極留置術が行われ、術後にその電極を刺激して検査を行い、その結果をもと

にてんかんの焦点部位や運動、言語などの機能部位を特定し、手術の可否や術式の検討を行いました。未知であった

てんかんの外科治療の実際を目の当たりにできたことは貴重でした。特に手術の可否を巡る先生方の議論は忘れ

られません。

　臨床研究は、新生児脳波に対する音楽療法の有効性の研究でした。ある特定の脳波を探して、その継続時間を測定し、

データをExcelで解析する作業でした。脳波の基本や小児脳波について予習した上で実習には臨みましたが、新生児の

脳波所見に触れるのは全く初めてでした。記録された脳波に注釈をつける作業は意外と楽しく、時間の許す限り作業

しました。

　トロント小児病院は世界でもトップクラスの小児病院です。そのため、世界中から臨床、研究双方のフェローや

スタッフ、患者が集まっています。当部門では、部長の大坪先生や越智先生をはじめ、日本からリサーチフェローの方々

をはじめ様々な国籍のフェローやスタッフがおり、まさにトロントという多人種が集う多様性が凝縮された環境

でした。更に日本にはない職種や質が高く豊富なスタッフには驚かされました。そして、この世界最先端の医療環境

で、興味ある分野の最新知見や研究の数々を学ぶことができたのは非常に有意義で、好奇心を大いに刺激され

ました。脳波やてんかんについて学べたのは勿論、日本のフェローの先生方を間近に見て、私が将来、目標の1つとして

いる留学の具体的なイメージを膨らませることができたのは大きな収穫でした。そして、研究の重要性とそのやりがい

を感じることができました。今後の道筋に大きな影響を与えてゆく貴重な時間だったと思います。

 最後になりましたが、この度実習先でお世話になりました越智先生、大坪先生をはじめとするトロント小児病院の

皆様、今回の国外臨床実習の機会を与えて下さった金子教授、友田学長、実習の準備でお力添え下さった木下洋特命

教授、荒木准教授、西田講師、教務課をはじめとする関係者の方々に心より御礼申し上げます。

　This past spring I participated in the clinical clerkship at the neurophysiology department of The 

Hospital for Sick Children for a month in Toronto, Canada. The hospital is well known as SickKids and 

the 2nd largest hospital-based pediatric research facility in the world, so while I was there, many clinical 

and research fellows came from all over the world including 4 Japanese doctors as research fellows at 

this department. Dr. Ochi, my supervisor, is working there as a neurophysiologist. During my stay, I 

mainly learned about an electroencephalogram (EEG) and epilepsy through analysis and discussion 

about video monitoring EEGs of out-and in-patients, and attended some conferences and seminars, 

surgical operations for epilepsy and served as an assistant for her study under her supervision.

　In analysis of EEGs, it was the first time for me to see actual seizures through video monitoring EEGs. 

I learned each patient has different patterns of seizures.

　The seminars and lectures were new and useful for me though I had prepared to study EEG and 

epilepsy in advance. Some themes were about pediatric neurological disorders. It’s probably because of 

cultural differences, that the presenters were eloquent and Q&A sessions were always active. I couldn’t 

stop thinking whether the educational attitude in Japan works well or not whenever I heard them.

　The course of surgery was one of the most impressive events for me. EEG has two types. One is scalp 

EEG, the usual one. The other one is Subdural EEG, where we attach the electrodes to the surface of the 

brain. We stimulate the brain by electrical current via the grid. Patients are often asked to perform a task 

during cortical stimulation. By stimulation, we can clarify which region of the brain has which functions; 

language, movement and sensation, and then doctors determine whether a resection of the region which 

causes epilepsy should be performed or not. The 

setting subdural EEG was performed on Monday 

and then examinations on Wednesday, pre-surgical 

meeting on Thursday and surgery on Friday. 

Unfortunately, in the case surgery wasn’t 

performed as a result of a heated controversy 

over the pros and cons of surgery but it was such 

an impressive moment.
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実 習 期 間
実 習 先
指導教員名

：2016年4月4日～2016年4月29日
：カナダ・トロント小児病院／Sickkids, Canada
：トロント小児病院 神経科 臨床神経生理学部門 越智 文子先生

SickKidsの外観

SickKidsの内装

当部門の先生、スタッフ、フェロー、同時期に実習していた日本の医学生（前列右から2番目が
大坪先生、同3番目が越智先生、後列中央が筆者）


