
います。しかし、それでも狭窄症の方
がいらっしゃるのです。実は狭窄症と
いうのは腰が痛いとは限らなくて、む
しろ足の症状が必ずあるということで
す。
　池脇　具体的に、足というのは、さ
っきおっしゃった、足に響くというか、
あるいは歩くと痛い。
　竹下　典型的なものは間欠性の跛行
と呼ばれるものでして、歩いていくう
ちにどんどんしびれがひどくなる。特
に、お尻のほうから下腿の後面、大腿
から下腿の後面から、典型的な方です
と、足の裏、足底部までしびれが走る
ということをおっしゃる方が多くなり
ます。
　池脇　血管による間欠性跛行と脊柱
管狭窄症の跛行は具体的にはどういう
ふうにして鑑別されるのですか。
　竹下　実は両方持っていらっしゃる
方も時々いらっしゃるのです。一番典
型的な鑑別として、腰椎から来る間欠
性跛行は姿勢による影響があるといわ
れています。ですから、腰から来る狭
窄症の方ですと、例えば前屈みにする
と症状がとれるのです。自転車は姿勢
は同じなのですけれども、負荷がかか
りますので、血管性の跛行の方の場合
には症状が出てしまうのですが、腰の

狭窄症の方の場合には自転車に乗った
姿勢がむしろ腰にとってはいいので、
あまり困らないという方が多くなって
きます。
　池脇　症状としては必ずしも腰が痛
くはならない。次の診断ということに
なると、どういうふうに進められるの
でしょう。
　竹下　私ども、実は症状だけで診断
をしているのです。ただ、ほかの病気
を鑑別しなくてはいけませんので、MRI
で腰に狭窄があるかどうかはチェック
します。腰に狭窄があるということと、
今お話ししたような症状があれば、狭
窄症という診断を我々はしています。
　池脇　治療についてですが、手術す
るかしないかの見極めはどうやってつ
けておられるのですか。
　竹下　実は、10年ぐらい経過を見ま
しても、悪くなる方は３割ぐらいなの
です。ですから、基本的にはあまり手
術を多くはお勧めしていません。ただ、
狭窄症になりますと、自分がやりたい
仕事やスポーツができなくなる方がい
らっしゃいますので、希望のある方に
限っては手術を受けていただくという
かたちになります。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　岩田先生、この感染性胃腸炎
は非常に多いことと、何といってもご
両親などが心配なさって小児科に来ら
れるので、対応に苦慮される先生も多
いかなと思われます。先生方はこうい
う感染性胃腸炎の子どもさんを見たと
きに、重症度の判定、これは入院させ
たほうがいい、あるいは一般の先生で
したら専門医に紹介したほうがいい、
このあたりの鑑別点、コツはどう判断
されていらっしゃるのでしょうか。
　岩田　一つは脱水症状が強いかどう
かということが大事だと思います。嘔
吐が強くて全然のめないとか、下痢も
水様のものがたくさん出てしまって、
おしっこの量がうんと減ってきている
とか、あと口の中がすごく渇いている
とか、そんなことでわかると思います。
脱水症状が強いときは輸液療法等をし

なければいけないので、そういうこと
ができる施設にお願いするのがいいか
と思います。
　もう一つは、細菌性の胃腸炎です。
細菌性胃腸炎で、腹痛・発熱・血便と
いった症状が強い場合は、いろいろな
合併症を起こしたりする場合もありま
すし、菌の種類によっては菌血症を起
こしていることもありますので、そう
いう発熱、腹痛、血便、こういった症
状が強いときは、入院ができるような
施設に送っていただいて、調べていた
だくのがよろしいのではないかと思い
ます。
　山内　基本的には、お子さんですか
ら、体内の水分もあまり多くないでし
ょうし、脱水になっていると、けっこ
うぐったりしてくると見てよろしいで
しょうか。

小児の感染性胃腸炎

慶應義塾大学病院感染制御センター長
岩　田　　敏

（聞き手　山内俊一）

　感染性胃腸炎（特に小児）について、薬物療法および食事療法をご教示くだ
さい。

＜東京都開業医＞
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　岩田　そうですね。全身状態は一つ
の重要な指標になると思います。
　山内　２点目として、今お話があり
ました血便というのは、一つのポイン
トと見てよいでしょうか。
　岩田　感染性胃腸炎で血便を伴う場
合は、多くの場合は細菌性の胃腸炎が
多いと思います。その程度はいろいろ
あるにしても、特に注意しないといけ
ないのは腸管出血性大腸菌による胃腸
炎です。腹痛も強いですし、ほとんど
血液のように見えるひどい血便が出る
こともあります。腸管出血性大腸菌に
よる胃腸炎は、合併症として溶血性尿
毒症症候群を起こす怖い胃腸炎ですの
で、注意しないといけないと思います。
　山内　出血は確かに怖いなという感
じがいたしますが、発熱が例えば39度
とか40度になるというようなケースは
あるのでしょうか。
　岩田　発熱は、高熱を伴う場合と、
そうでない場合と両方あります。発熱
がなくても、腹痛とか血便といった症
状が強い場合は注意しなくてはいけな
いと思います。もちろん発熱を伴う場
合は、細菌性ですと菌血症を伴ってい
る場合もあるので、注意しなくてはい
けないと思います。
　山内　できれば迅速診断したいとこ
ろですが、このあたりはいかがなので
しょう。
　岩田　細菌性胃腸炎の中で一番怖い
のは腸管出血性大腸菌によるものです

けれども、最も頻度の高い腸管出血性
大腸菌O-157に関しては、便中の腸管
出血性大腸菌O-157の抗原を迅速に診
断するキットがあります。また、腸管
出血性大腸菌が出すベロ毒素という毒
素を直接便から迅速に診断する方法も
あると思います。ウイルス性胃腸炎の
場合は、ロタウイルス、ノロウイルス、
アデノウイルスに関して便中のウイル
ス抗原を迅速診断で検出する方法があ
ります。
　山内　これらをやっているときりが
ないのですが、先生のお考えの中で、
特にこれはといいますと、どのあたり
でしょうか。
　岩田　一般の外来ではロタウイルス、
ノロウイルス、アデノウイルスといっ
たところは、その後の経過を予想した
り、あるいは感染対策上の指導をした
りということで役に立つと思うので、
迅速検査をする価値はあると思います。
　山内　ロタウイルスというのはかな
り注目されているウイルスなのでしょ
うか。
　岩田　小児のウイルス性の感染性胃
腸炎の原因としては一番多いもので、
ほとんどの小児が５歳になるまでに罹
患するといわれている疾患です。しか
も下痢、嘔吐の症状が強いので、急速
に脱水をきたして、入院しなければい
けなくなってしまうケースが非常に多
いのです。そういう意味で、小児のウ
イルス性の感染性胃腸炎の中では非常

に重要視されている疾患です。
　山内　ロタ、ノロ、O-157、この３
つに関しては迅速診断のキットか何か
を持っておいたほうがいいということ
でしょうか。
　岩田　腸管出血性大腸菌O-157に関
しては、通常はあまり外来で診ること
は少ないと思います。どちらかという
と、一般のクリニック等ではウイルス
性胃腸炎の診断キットのほうが役に立
つのではないかと思います。
　山内　次に薬物療法に移りますが、
実際には吐くので、一つは薬をのめな
いということがあるのと、ウイルスの
場合には抗菌薬を入れてもしようがな
いはずなのですが、こういったあたり、
一連のことに関してはどういった指針
があるのでしょうか。
　岩田　基本的には、ウイルス性胃腸
炎だったら抗菌薬は使用せず、対症療
法になります。ウイルス性か細菌性か、
なかなか区別がつかないような場合は
どうしたらいいかということになりま
すと、嘔吐とか下痢の症状があまり強
くなければ、基本的には対症療法とい
うことになると思います。
　問題は細菌性胃腸炎が疑われる場合、
例えば腹痛ですとか、粘血便が出たり
とか、そういった症状が強い場合にど
うするかということですけれども、そ
の辺もそれほど症状が強くない場合は
整腸剤で様子を見て、抗菌薬は使わな
いでよいと思います。あと、細菌性の

胃腸炎を疑ったときには、いわゆる腸
の蠕動を止めてしまうような下痢止め
は、かえって症状を悪化させることが
あるので、使わないほうがいいといわ
れています。
　山内　基本的には安静にして、水分
の補給というところなのでしょうが、
水分以外にも電解質も含めていろいろ
あるかと思われますが、このあたりは
いかがなのでしょう。
　岩田　嘔吐とか下痢の症状が強いと
きに食事というのは、なかなか食べさ
せられないと思います。そういう場合、
最近は経口の補液剤でバランスの取れ
たものが出てきていますので、そうい
うものを吐かない程度に少しずつのま
せながら様子を見るということが家庭
でもできる方法かなと思います。
　山内　いずれにしても、無理に食べ
させる必要はないということですね。
お子さんなので、特にお母さんはご心
配だと思いますが、２～３日ぐらいは
食べないでも大丈夫ですよと。
　岩田　水分と塩分と、糖分が少し入
っていれば大丈夫だと思います。
　山内　一部のもので、ワクチンも開
発されてきているようですが、これは
いかがなのでしょう。
　岩田　感染性胃腸炎に対するワクチ
ンとしては、ロタウイルスに対するワ
クチンが開発されています。これはす
でに日本でも接種できるようになって
います。このワクチンはロタウイルス
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　岩田　そうですね。全身状態は一つ
の重要な指標になると思います。
　山内　２点目として、今お話があり
ました血便というのは、一つのポイン
トと見てよいでしょうか。
　岩田　感染性胃腸炎で血便を伴う場
合は、多くの場合は細菌性の胃腸炎が
多いと思います。その程度はいろいろ
あるにしても、特に注意しないといけ
ないのは腸管出血性大腸菌による胃腸
炎です。腹痛も強いですし、ほとんど
血液のように見えるひどい血便が出る
こともあります。腸管出血性大腸菌に
よる胃腸炎は、合併症として溶血性尿
毒症症候群を起こす怖い胃腸炎ですの
で、注意しないといけないと思います。
　山内　出血は確かに怖いなという感
じがいたしますが、発熱が例えば39度
とか40度になるというようなケースは
あるのでしょうか。
　岩田　発熱は、高熱を伴う場合と、
そうでない場合と両方あります。発熱
がなくても、腹痛とか血便といった症
状が強い場合は注意しなくてはいけな
いと思います。もちろん発熱を伴う場
合は、細菌性ですと菌血症を伴ってい
る場合もあるので、注意しなくてはい
けないと思います。
　山内　できれば迅速診断したいとこ
ろですが、このあたりはいかがなので
しょう。
　岩田　細菌性胃腸炎の中で一番怖い
のは腸管出血性大腸菌によるものです

けれども、最も頻度の高い腸管出血性
大腸菌O-157に関しては、便中の腸管
出血性大腸菌O-157の抗原を迅速に診
断するキットがあります。また、腸管
出血性大腸菌が出すベロ毒素という毒
素を直接便から迅速に診断する方法も
あると思います。ウイルス性胃腸炎の
場合は、ロタウイルス、ノロウイルス、
アデノウイルスに関して便中のウイル
ス抗原を迅速診断で検出する方法があ
ります。
　山内　これらをやっているときりが
ないのですが、先生のお考えの中で、
特にこれはといいますと、どのあたり
でしょうか。
　岩田　一般の外来ではロタウイルス、
ノロウイルス、アデノウイルスといっ
たところは、その後の経過を予想した
り、あるいは感染対策上の指導をした
りということで役に立つと思うので、
迅速検査をする価値はあると思います。
　山内　ロタウイルスというのはかな
り注目されているウイルスなのでしょ
うか。
　岩田　小児のウイルス性の感染性胃
腸炎の原因としては一番多いもので、
ほとんどの小児が５歳になるまでに罹
患するといわれている疾患です。しか
も下痢、嘔吐の症状が強いので、急速
に脱水をきたして、入院しなければい
けなくなってしまうケースが非常に多
いのです。そういう意味で、小児のウ
イルス性の感染性胃腸炎の中では非常

に重要視されている疾患です。
　山内　ロタ、ノロ、O-157、この３
つに関しては迅速診断のキットか何か
を持っておいたほうがいいということ
でしょうか。
　岩田　腸管出血性大腸菌O-157に関
しては、通常はあまり外来で診ること
は少ないと思います。どちらかという
と、一般のクリニック等ではウイルス
性胃腸炎の診断キットのほうが役に立
つのではないかと思います。
　山内　次に薬物療法に移りますが、
実際には吐くので、一つは薬をのめな
いということがあるのと、ウイルスの
場合には抗菌薬を入れてもしようがな
いはずなのですが、こういったあたり、
一連のことに関してはどういった指針
があるのでしょうか。
　岩田　基本的には、ウイルス性胃腸
炎だったら抗菌薬は使用せず、対症療
法になります。ウイルス性か細菌性か、
なかなか区別がつかないような場合は
どうしたらいいかということになりま
すと、嘔吐とか下痢の症状があまり強
くなければ、基本的には対症療法とい
うことになると思います。
　問題は細菌性胃腸炎が疑われる場合、
例えば腹痛ですとか、粘血便が出たり
とか、そういった症状が強い場合にど
うするかということですけれども、そ
の辺もそれほど症状が強くない場合は
整腸剤で様子を見て、抗菌薬は使わな
いでよいと思います。あと、細菌性の

胃腸炎を疑ったときには、いわゆる腸
の蠕動を止めてしまうような下痢止め
は、かえって症状を悪化させることが
あるので、使わないほうがいいといわ
れています。
　山内　基本的には安静にして、水分
の補給というところなのでしょうが、
水分以外にも電解質も含めていろいろ
あるかと思われますが、このあたりは
いかがなのでしょう。
　岩田　嘔吐とか下痢の症状が強いと
きに食事というのは、なかなか食べさ
せられないと思います。そういう場合、
最近は経口の補液剤でバランスの取れ
たものが出てきていますので、そうい
うものを吐かない程度に少しずつのま
せながら様子を見るということが家庭
でもできる方法かなと思います。
　山内　いずれにしても、無理に食べ
させる必要はないということですね。
お子さんなので、特にお母さんはご心
配だと思いますが、２～３日ぐらいは
食べないでも大丈夫ですよと。
　岩田　水分と塩分と、糖分が少し入
っていれば大丈夫だと思います。
　山内　一部のもので、ワクチンも開
発されてきているようですが、これは
いかがなのでしょう。
　岩田　感染性胃腸炎に対するワクチ
ンとしては、ロタウイルスに対するワ
クチンが開発されています。これはす
でに日本でも接種できるようになって
います。このワクチンはロタウイルス
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の感染性胃腸炎の重症化を防ぎ、入院
するリスクを減らすことができるとい
われています。
　山内　いつごろ接種するものなので
しょうか。
　岩田　これは経口の生ワクチンなの
ですけれども、だいたい生後６週を過
ぎたら接種することができて、２回接
種するものと３回接種するものと２種
類あるのですが、腸重積のリスクをわ
ずかに増大させる可能性があるので、
どちらのワクチンも最初の接種は腸重
積のリスクの少ない14週と６日までに
済ませることが推奨されています。
　山内　比較的早いのですね。
　岩田　そうですね。生後２カ月ぐら
いで開始になりますので、早めに親御
さんに情報を流さないといけないとい
うことになります。
　山内　最後ですが、この手のもので
は、ご家庭で吐かれたり、下痢された
りということで、家庭内感染といいま
すか、家庭内で広がって、それがまた
どこかで広がってということもありう
ると思いますし、また実際、吐物や下
痢したものをいったいどう処理したら
いいのかというのが問題になるかと思
われますが、どうするのがよろしいの
でしょうか。
　岩田　ロタウイルスやノロウイルス
のようなウイルス性の胃腸炎の場合、
吐物や便の中にかなり大量のウイルス

が排出されますので、それを処理する
ときに上手にしないと、処理した人に
うつってしまうということになりかね
ません。患者さんの吐物や下痢便を処
理する場合は、必ず手袋をしていただ
き、できればマスクやエプロンなども
していただいて、直接手についたりし
ないように注意して処理していただく
のがよいと思います。
　拭き取ったあとは、これらのウイル
スは次亜塩素酸、いわゆる漂白剤です
が、こういったものに感受性がありま
すので、漂白剤を使って拭いていただ
くとか、あるいは処理に使ったぞうき
んや、汚れた衣類とかは、しばらく漂
白剤につけておいてから洗濯するとか、
そういった方法がよろしいのではない
かと思います。処理をしたあとはよく
手を洗ってください。
　山内　お皿などは別にして洗ったほ
うがいいということになりますか。
　岩田　食器自体は普通に洗っていた
だけば大丈夫だと思います。
　山内　このあたりの一連のものは熱
には弱いのでしょうか。
　岩田　きちんと熱を通せば大丈夫だ
と思いますけれども、ノロウイルスな
どは中途半端な加熱ではなかなか死な
ないことがわかっています。よく洗い
流していただくのがいいと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず、舌下免疫療法ですけれ
ども、今まで皮膚科も含めてよくやっ
ていますけれども、減感作療法という
ものと同じところと、何が違うかとい
うことをうかがいたいと思います。
　岡本　考え方は同じで、原因となる
いわゆるアレルゲンを、スギ花粉症で
したらスギ花粉のエキスを少しずつ体
に投与していって症状の改善を図ると
いう方法で、これまでは皮下注射で行
われていました。減感作療法と呼ばれ
ていたのですが、実際には感作を必ず
しも改善しないため、正しい名前を使
うということで、最近は学会、あるい
はWHO、海外でも、アレルゲン免疫
療法という名称を減感作療法に代えて
用いるようになっています。
　舌下免疫療法はアレルゲン免疫療法
の一つなのですが、注射法に代わって、
エキスを口の粘膜、特に舌の裏、口腔

底の粘膜を介して投与しようという方
法です。
　池田　なめたのちにのむということ
になるのですけれども、実際に使われ
るシダトレンというのはどういった物
質なのでしょうか。
　岡本　スギ花粉から抽出したエキス
です。これは最も高濃度で１㏄当たり
２～４μg程度のスギの主要抗原である
クリジェー１（Cry j 1）というものを
含んでいます。これを最も高濃度の維
持量として１日１回、１㏄、舌の裏に
２分間ぐらい含んでおいてのみ込むと
いう治療法です。
　池田　クリジェーが含まれているシ
ダトレン、この治療法の前に、例えば
主要抗原であるクリジェーに反応する
患者さんを選択するのでしょうか。
　岡本　そうです。こういう治療は原
因をはっきりさせなくてはいけないの

アレルギー性鼻炎における舌下免疫療法

千葉大学耳鼻咽喉・頭頸部外科教授
岡　本　美　孝

（聞き手　池田志斈）

　アレルギー性鼻炎における舌下免疫療法についてご教示ください。
＜鹿児島県開業医＞

38 （758） ドクターサロン58巻10月号（9 . 2014） ドクターサロン58巻10月号（9 . 2014） （759）  39

1410本文.indd   38-39 14/09/17   16:03


	02-1410_00017-02
	02-1410_00018-01
	02-1410_00018-02
	02-1410_00019-01



