
　山内　熱性痙攣、子どもで起きます
と、これは親御さんはパニックに陥り
かねないと思うのですが、実際、この
熱性痙攣は、死亡例とか後遺症とかは
いかがでしょうか。
　夏目　実際には、熱性痙攣によって
死亡や重篤な障害が起きうるかについ
てのまとまった報告は、あまりありま
せん。逆に、目の前で痙攣をされると、
ご家族や、医療関係者ですら非常にび
っくりしてパニックになるものですけ
れども、熱性痙攣は自然に発作がおさ
まり、長期的にも予後も良好な良性の
疾患がほとんどであることを頭に入れ
るのも大事と思います。
　山内　あまり深刻な例に至ることは
ないとみてよいですね。
　夏目　そうですね。一般には重篤な
ことになるのはまれな、特殊な例と考

えていたほうがいいと思います。
　山内　通常、乳幼児に起こるという
印象が強いのですが、実際、何歳ぐら
いまでに起こることが多いのでしょう
か。
　夏目　生後半年ぐらいから５歳前後
ぐらいまでが一般的です。まれに小学
生でも、インフルエンザで急に高熱に
なったときに痙攣して、熱性痙攣の経
過をたどる方もいますが、一般的には
小学校に入るぐらいには落ち着いてく
る病気と考えていいと思います。
　山内　乳幼児独特のものだと考えた
場合、この原因として何が関係するの
か、このあたりはいかがなのでしょう
か。
　夏目　原因はまだ明らかでない部分
も多いですけれども、家族でなりやす
いときがあることから、遺伝的な素因

があると思われます。日本人は欧米人
よりも頻度が高いという話もあります。
もう一つは、今言われたように、年齢
が高くなるとおさまることから、乳幼
児の成長期の脳の未熟性が一つの要因
になっていると考えられると思います。
　山内　遺伝子で何かわかっているこ
とはあるのでしょうか。
　夏目　遺伝子については、幾つか研
究報告がありますが、様々な要因がか
かわっていて、単一の遺伝子だけで説
明できるものでもないようです。
　山内　多因子が絡んでいて、まだは
っきりわからないという、ありがちな
ところがある病気ですね。
　夏目　そうですね。
　山内　発作では、比較的短く終わる
ものが多いので、なかなか検査もでき
ないのでしょうが、非発作時も含めて、
例えば脳波とか、そういったものの異
常はあるのでしょうか。
　夏目　熱性痙攣の患者さんで脳波の
検査はよく出る話で、確かに脳波の検
査をすると、一部の患者さんで脳波に
異常が見られる。てんかんの患者さん
で見られるような発作波が見られるの
です。ただ、それが出た人は将来てん
かんの病気が出てくるのかというと、
必ずしも一致しないようです。ですの
で、脳波の異常が出ることはあるけれ
ども、それが、予後の予測や治療方針
にあまり役立たないことも多いので、
熱性痙攣の患者さんでルーチンに脳波

の検査をやる必要はないだろうと思っ
ています。
　山内　脳に対しても、ダメージとし
てはあまり与えられてはいないと考え
てよいですね。
　夏目　そうですね。少なくとも短時
間の熱性痙攣では、直接にダメージが
起こるとは考えなくてもいいと思いま
す。熱性痙攣の重積状態、30分以上痙
攣が続くとか、特殊なタイプであれば、
そうもいかないこともあるので、注意
が必要ですが、長く遷延するものでな
ければ、熱性痙攣による脳障害をすぐ
に考える必要はないと思います。
　山内　質問に入りたいのですが、こ
の先生は小児科の先生ですので、非常
に悩まれるところも多いと思われます。
まず抗ヒスタミン剤ですが、熱性痙攣
が起こりやすいのでしょうか。
　夏目　これは強いエビデンスがある
とは言えなくて、実際に抗ヒスタミン
薬をのむことで熱性痙攣が起きやすく
なるとか、再発しやすくなるかに対す
るエビデンスはまだありません。ただ、
後方視的な観察の研究ですが、熱性痙
攣を起こした患者さんで鎮静性の抗ヒ
スタミン薬をのんでいた人、のんでい
なかった人を比べると、のんでいた人
では発作が続く傾向があるという報告
が幾つかあります。
　山内　発作のトリガーになるという
よりも、少し遷延する、重篤とまでい
かないものの多少長引いてしまう。

熱性痙攣の治療法

名古屋大学大学院医学系研究科障害児（者）医療学教授
夏　目　　淳

（聞き手　山内俊一）

　熱性痙攣の既往もしくは家族歴を有する乳幼児への抗ヒスタミン剤の投与の
是非についてご教示ください。
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　夏目　そういう可能性はあるのでは
ないかと考えられます。
　山内　まだメカニズムはよくわから
ないのでしょうか。
　夏目　まだまだわかっていない部分
が多いのですけれども、ヒスタミンは
脳の中で抑制性に働いていますので、
鎮静性の抗ヒスタミン薬が、抑制性の
作用を抑えてしまうことで発作が止ま
りにくくなる可能性はあると思います。
　山内　抗ヒスタミン薬は特に使わな
くてもいい薬剤かという気もするので、
例えば乳幼児に対してはあえて使わな
いというのも一つの選択肢と考えてよ
いでしょうか。
　夏目　言われるとおりだと思います。
私が医師になったころは、風邪薬とい
うと、セットですべて抗ヒスタミン薬
が入っていたころもありましたが、実
際にそれがお子さんの風邪に絶対必要
なのかというと、そうでもないと私も
思います。必ずしもみなさんがのまな
ければいけない薬ではないという意識
も大事かと思います。
　山内　抗ヒスタミン剤以外の薬で熱
性痙攣と結びついている有名なものは
どうでしょうか。
　夏目　もう一つ話題になるのはテオ
フィリンといわれるキサンチン製剤で
す。これは喘息発作のお子さんでよく
使われたのですけれども、これも抗ヒ
スタミン薬と同じように、のんでいる
方で発作が長引きやすくなる傾向があ

るとの観察研究があります。
　山内　こちらもエビデンスとかメカ
ニズムはまだなのですね。
　夏目　明確なことはまだ言えないと
思います。
　山内　めったに使われないのでしょ
うけれども、逆に脳のほうに作用する
抗痙攣薬や向精神薬で起こすのはあま
り知られていないのでしょうか。
　夏目　熱性痙攣の予防薬として、熱
が出たときにジアゼパムの坐薬を使う
方法がありますが、それでも予防でき
ないときには、てんかんの患者さんと
同じように毎日続けて抗てんかん薬を
のむケースもあります。しかし、抗て
んかん薬を毎日のむのは、眠気、ふら
つきなど、成長期の脳への悪い影響が
ないか注意がいるので、できれば避け
たいと思います。
　山内　特別誘発するわけではないけ
れども、一時的に使って、あまり長く
は使わないということですね。
　夏目　あまり推奨はしにくいと思い
ます。
　山内　実際に家族、周りの人にとっ
てみれば、これはかなり恐怖感を伴う
ような発作だと思います。もしこのケ
ースのように既往歴がある、あるいは
家族歴があるときの対応ですが、まず、
熱性とは高熱でないと起こらないとみ
てよいのでしょうか。
　夏目　確かに急に高熱になると、引
き金になって起こりやすいことはあり

ますが、ただ、そうとも限らず、比較
的熱が高くないのに熱性痙攣が起こる
こともあって、逆にあまり高くない熱
で熱性痙攣が起きた患者さんは、再発
のリスクも上がるという報告もありま
す。
　山内　高い熱が出て、痙攣している
わけなので、すぐに解熱剤、坐薬でも
という話が出てきそうですが、いかが
でしょう。
　夏目　解熱剤を使うことで熱性痙攣
が予防できるかについては多くの研究
があって、結論としては解熱剤によっ
て熱性痙攣の予防効果はないといわれ
ています。逆に解熱剤を使うと、また
その後に再度発熱するときに熱性痙攣

が起きやすくなるのではないかと危惧
される方もいますが、解熱剤を使った
群、使わない群を比べると、有意差は
なかったという報告ばかりですので、
逆に誘発する危険も考え過ぎず、通常
の熱性痙攣以外の子と同じように、熱
を下げて楽にしてあげる当初の目的で
使用するのがいいと思います。
　山内　安静にしてちょっと経過を見
ることも必要だということですね。
　夏目　そうですね。我々医師として
も、患者さんや家族の不安を取ってあ
げて、一般的には予後のいいものだと、
安心させてあげることも大事な役割だ
と思います。
　山内　ありがとうございました。
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