
　2017年12月31日で，ILAE副理事長の 2 期目の任務が終わり， 2 期 8 年間の任期を無事全うするこ
とができた。「ILAE副理事長はどんな仕事をしているのですか」とよく質問を受ける。日記を紐解い
て，仕事の一端をご紹介することにした。
　鹿児島空港から，羽田に夕方に到着したときは，すでに暗くなっていた。リムジンバスに約90分揺
られて成田空港についてから，シャトルバスに乗り替えて成田日航ホテルに着いた時は，夜の 8 時過
ぎになっていた。ホテル内のコンビニで，アメリカのホテル生活で，時間に追われて食事をとれな
かった時の非常食として，簡単な食料を買って，サムソナイトの中にしまい込む。翌日の2016年12月
1 日午前11時に成田を出発し，Chicago経由でHoustonに着いたのは，時差15時間のため，12月 1 日
午前11時過ぎであった。AES2016に出席するためである。空港から石油産出とロケット基地で有名
なHoustonのDowntownにある国際会議場へとタクシーで向かう。市内に入ると，大きなビルが建ち
並んでいるが，小雨の天気ではあったが人通りは少なく，空きビルになって入り口が封鎖されたビル
も目立つようになる。アメリカの景気を象徴するような雰囲気である。国際会議場の隣にある，
Hilton Americasには，約40分で到着した。いよいよ明日の朝 8 時からは，連日のILAEの理事会と委
員会がいつもの通り待ち受けている。明日の業務執行理事会は，議題が12題もあり，下調べした資料
を再チェックしてから，時差ぼけを早く解消できるように早めに就寝した。旅行に携帯している目覚
ましが鳴り響き， 6 時起床となった。前日チェックしていた会議場に着くと，理事会秘書のPriscilla
とDonnaは会議の準備をあわただしく始めていたが， 2 人と 6 か月ぶりの再会をハグしながら挨拶を
交わしてから，自分の席に座り，会議の資料の整理と自分のレポートの準備を始める。ほどなく，
ILAE PresidentのEmilio Perucca教 授, Secretary GeneralのHelen Cross教 授, TreasurerのSamuel 
Wiebe教授,　Past PresidentのNico Moshe教授,　ILAE Commission ChairのTorbjorn Tomson教授，
私Vice Presidentが揃い，全員で激しいハグを交換して，ようやく業務執行理事会の開始となった。
Emilioが，本日の議題は重要な懸案が多く，活発な意見を期待しているといつものあっさりした，導
入で長時間作戦開始である。初めは，過去 1 年間の財務報告から始まる。ILAEの2013-2017期の４年
間の運用予算は，約 1 億 5 千万円前後になり，各種委員会の年間費用の割り当てと執行状況の報告，
事務局費用，各委員会の活動と費用の妥当性などが審議される。また，ILAEが主催している各ILAE 
Regionの学会報告も審議され，活動状態，各学会の費用体効果などが審議される。さらに，各学会
はInternational Bureau for Epilepsy （IBE）との共催学会のため，IBEとの協力状況も審議される。
次の議題は，ILAE official journalの検討である。Epilepsia，Epileptic Disorders，Epilepsia Openの各々
の投稿状況，内容，Impact Factorの推移状況，Accept-Reject状況などが，検討される。このように，
次々と重要な議題が審議されるが，あっという間に昼食時間になるが，簡単なサンドイッチやハン
バーガー，コーヒー，ジュースなどが，ブッフェ形式で提供されるので，自分の席に各自持ってき
て，短時間で簡単な昼食をとることになる。続いて，2017-2021期のILAE理事長選挙，業務執行理事
選挙について，ILAE Election Commission委員長のNicoから，経緯と結果の報告があり，次々と予
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定の会議が続行することになるが，いつものように議論は白熱し，あっという間に午後 5 時を過ぎる
ことになる。残ってしまった議題は翌日の午前 8 時からの， 2 日目の延長業務執行理事会で続きを話
し合うことになり，いつものことながら明日も議題が多くなってしまったねと皆でため息をついてい
ると，Emilioの発案で，Adjournが提案され，午後6時前に全員賛成で一日目の会議がようやく終会
となった。
　この少人数による業務執行理事会は，ILAE理事会の中心となる決定組織で，年に 2 － 3 回計画さ
れており，国際てんかん学会の時は，学会開催地に学会前に集合しなければならず，続いて開催され
るILAE理事会での審議事項のAgendaの作成が目的のため，どうしても長期滞在になり体調管理も
大変になる。 8 年間を振り返ってみると，あっという間の 8 年間でもあり，世界中を駆け巡った 8 年
間でもあった。日本てんかん学会からは，2017-2021期に，京都大学の池田昭夫教授が，激戦区のア
ジア・オセアニア地区からILAE理事に選出された。これは素晴らしい結果であり，今後 4 年間の
JES-ILAEコネクションが続けられることになった。 4 年後の2021年の業務執行理事の選挙では，理
事経験者のみが立候補可能となるが，JES全員で池田教授をサポートして，是非ILAE副理事長選挙
にチャレンジしていただきたいと考えている。さらに，これからもJESから，世界に発信する若いて
んかん研究者がたくさん排出されることを信じている。
　「若い能力のある医師は，世界の一流のMentorの指導を受けることにより，さらに能力が開花す
る」と言われていることは，私も同感である。日本てんかん学会の正会員が2800人以上になった昨今
ではあるが，外国に留学して研究する医師が少なくなったことは淋しい現実である。大和魂を持った
若い医師が，苦学をいとわず，世界の有名な研究施設に飛び込んでいく勇気を持ってほしいと夢見て
いるこの頃である。
　稿の終わりに， 8 年間の締めくくりのための私のILAEへの Reportを添付する。

Vice President Report for 8 years term （2017）:

　Following 4 years term （2009-2013） of the First Vice President of ILAE, it has been almost four 
years since the beginning of the current Management Committee at the Montreal International 
Epilepsy Congress in 2013. In these four years it has been a privilege for me to participate in the 
League leadership during this exciting period. As the scope and membership of the League 
expanded, it became clear that there was a real need to represent our constituency better, and the 
first and major step the League took was amending its constitution to ensure participation of all 
regions in the governance of the League at the highest level with membership to the Executive 
Committee and the Management Committee. When I was First Vice President in the previous 
Executive Committee （2009-2013）, a Constitution Task Force was created to amend the 
Constitution and Bylaws under the direction of President Nico Moshé because no amendment was 
performed during long time of period. The newly amended constitution was ratified by the General 
Assembly at the Rome International Epilepsy Congress in 2011. Thus, ILAE President （Emilio 
Perucca, 2013-2017） and （Samuel Wiebe, 2017-2021） were successfully elected. New members of 
Management Committee （2017-2021: Helen Cross, Edward Bertrum and Alla Guekht） were also 
successfully elected. These new guides for League function assured that all regions would be 
represented and have a voice in League governance. One of the important constitutional changes 
is the direct election of the chairs of the regional commission by the member chapters of each 
region. This change ended the practice of the Executive Committee appointing the chairs and has 
assured that the voice of each region is more reflective of the wishes of the chapters. The elected 



Regional Chairs are now be members of the Executive Committee, which will improve 
communications not only between the leadership of the League and the regions but also across 
regions, for the benefit of the ILAE as an international organization. It's a very positive change 
that I have experienced first-hand because I served under the old and new Constitution and 
Bylaws. However, because the rules, conditions and history of each region are very different from 
each other, we have completed the process of harmonizing the election　process for all regions 
according to the ILAE Constitution and By-Laws in order to apply for each regional election by 
the new Election Task Force （Helen Cross, Chair）. New By-Laws will be applied for the election of 
ILAE regional chairs （2017-2021）. 

Collaboration with the work of Commissions.
　As a member of the EC Liaison Officer of the Neuropsychiatry Commission and Neurosurgery 
commission, an EC Liaison Officer of the Commission of Asian Oceanian Affair, many collaborative 
works were performed during past 4 years. Especially, programming of the 12th Asian Oceanian 
Epilepsy Congress in Bali 2018 as a member of Scientific Organizing Committee was already 
started. 
　I have been encouraged by the recent WHO Executive Board resolution on epilepsy. This event, 
which came through the sustained efforts of Emilio Perucca and Thanos Covanis of the IBE, has 
energized all of us because we may soon be successful in bringing real benefit to people with 
epilepsy around the world. 
　Finally, I want to express many thanks to members of Management Committee and Executive 
Committee, as well as all ILAE members for their kind and continuous support and help during 
my ILAE 2 terms for 8 years.
With my best wishes, 

Tatsuya Tanaka, ILAE Vice-President

2017年9月，バルセロナでの国際てんかん学会の総会の時，
2014-2017期の業務執行理事の表彰セレモニー


