
　山内　特殊なものを除いた場合です
が、乳幼児の場合の咳がひどいケース、
普通、急性のものであった場合はどう
なのでしょうか。
　川﨑　皆さんご承知のように、咳は
体の防御反応の一つです。なのに熱が
あるから下げなければいけない、鼻水
が出るから止めなければいけない、咳
が出るから止めなければいけない、と
いう公式でいくと誤ったことになって
しまうので、ある程度は大人と同じよ
うに許容する、許す。咳が出ていても、
あまりひどくなければ積極的に止めな
い。防御反応をあえて抑制しないのが
子どもでも原則だと思います。ただ、
ひどい場合には、私は少なめに、遠慮
がちに投与することはあります。
　山内　鎮咳薬の副作用が非常に強く
出て問題になるケースはあまりないの
ですか。

　川﨑　使うとしても、強い鎮咳薬と
いうよりは、軽いものを使われること
が多いと思うので、大きな副作用にな
るようなことは多分ないと思います。
　山内　逆に言いますと、それでも使
う必要性はどのようなケースでしょう
か。症状から来ているかもしれません
けれども。
　川﨑　咳と一言で言っても、いわゆ
る痰が絡んでいる湿性咳嗽と、痰の絡
みのない、コンコンコンという乾性咳
嗽とは大きく分けるべきだと思います。
痰の絡んでいる咳については、鎮咳薬
で咳を止めてしまうと、一生懸命生体
は痰を切ろうとして咳をしているのに、
そういう薬を投与するのはかえって痰
がたまってしまってよくないという考
えがあって、私もそれを支持していま
す。ですので、痰が絡んでいる場合に
は、ほとんど咳止めは出しません。一

方、乾いているコンコンコンという場
合は先ほど言いましたように、ひどけ
れば鎮咳薬を出します。どういう咳な
のかを分けることが、鎮咳薬を投与す
るうえでは重要だと思っています。
　山内　ほかに、乳幼児の場合には、
寝られないために泣きわめくとか、そ
れでよけい症状がひどくなるといった
こともあるのでしょうね。
　川﨑　そうですね。さっきも言いま
したように、どうして咳が出るかが重
要であって、鎮咳薬を使うよりは、例
えば気管支拡張薬のようなものを投与
して、少し空気の通りをよくするほう
が、より寝られやすいのではないかと
いうことです。あるいは痰切りの薬、
去痰薬を使うほうが、より合目的なの
で、咳止めはそんなに積極的には出さ
ないです。補助的に出すというような
スタンスです。
　山内　中枢性の鎮咳薬はかなり適応
を絞った使用でしょうか。
　川﨑　はっきり言って、私は本当に
出しません。ただ、家族の方が「これ
以上薬はないのですか」と心配されて
いる場合には、少し遠慮がちに出すと
いうことです。
　山内　この病気では薬の投与もしょ
うがないだろうという疾病は特にない
でしょうか。
　川﨑　典型的なのは、乾いた咳で有
名な百日咳がありますが、これで積極
的に中枢性の鎮咳薬を出すかというと、

やはり私は積極的には出していません。
痰の絡む湿性咳嗽に関しては、本当に
出しません。
　山内　お母さんが「出してほしい」
というケースは。
　川﨑　それはかなり多いと思います。
　山内　その場合の説明もなかなかた
いへんですね。
　川﨑　体を守るために咳き込んでい
るのです。だから、原因のほう、痰が
絡んでいるなら痰を出しやすくすると
か、加湿をして潤すとか、気管支の通
り道を広げて、多少ゼエゼエしている
場合も咳が止まらなかったりすること
があるので、通り道を広げてあげるほ
うが、より実践的というか、より合目
的ですという説明はします。
　山内　実際に乳幼児で非常に咳がひ
どくなって呼吸が止まりそうになる、
そういったことはないのでしょうね。
　川﨑　百日咳に関しては息が本当に
止まります。それ以外で咳をし過ぎて
息が止まるというのはおそらくないと
思いますけれども、一瞬、胃食道逆流
で、のど元にこみ上げてきて、「うっ」
となって、コンコンとやって息を止め
ることは、まれですけれども、乳幼児
ではなくて、もっと大きな人でもあり
ます。子どもの場合には、息が止まる
のは百日咳が多いかと思います。
　山内　それでも大きな問題にはなら
ないのでしょうか。
　川﨑　そこで呼吸停止のままになっ

乳幼児の湿性咳嗽の治療

国立成育医療研究センター呼吸器科医長
川　﨑　一　輝

（聞き手　山内俊一）

　湿性咳嗽の患児に中枢性鎮咳薬の投与は有益かどうかご教示ください。
＜茨城県勤務医＞
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てしまうのは、本当に赤ちゃんの場合
にはあることです。
　山内　薬剤の使い方、あるいはどう
いう選択をするか。質問は中枢性とな
っていますが、これにとらわれずに、
一般論としてお話し願いたいのですが。
　川﨑　中枢性の鎮咳薬にはいわゆる
麻薬系と非麻薬系があり、麻薬系では
コデインというとても有名な薬があり
ます。一方、非麻薬系ではメジコンと
かアスベリンとか、みな商品名ですけ
れども、あります。私はかなり消極的
なほうですので、私が使うとしたら非
麻薬系のアスベリン程度しか使いませ
ん。
　ところが、紹介で来られる患者さん
の処方を見ますと、コデインが出てい
ることもまれではないので、けっこう
苦労されたのだということがわかるこ
とがあります。でも、私がそのままコ
デインを継続することは多分ないです。
コデインは呼吸の抑制とか、便秘とか、
そういう作用もありますので、より副
作用の少ないアスベリンに替えて、出
します。
　山内　先ほど少し話が出た気管支拡
張性のものですね。
　川﨑　どちらかというと中枢性の鎮
咳薬よりも、去痰薬や気管支拡張薬、
加湿をするとか、ほかのケアを一生懸
命指導します。
　山内　水分をできれば取る。
　川﨑　そういうことですね。

　山内　気管支拡張薬ですと、どうい
った種類のものを使われるのでしょう
か。
　川﨑　最近は貼付剤がすごくはやっ
ています。のまなくてもいい。子ども
が嫌がってのまないのなら貼っておけ
ばいいというので、貼付剤が頻用され
ています。それでもよいと思いますし、
もちろんのみ薬でも、ロングアクティ
ングなものがありますので、どれをお
使いになっても構いません。実際、親
御さんが「これを使うととてもよく寝
られていいんです」というのが一番正
解で、「どちらにしますか」と、とり
あえずどちらか出してみて、「ひどか
ったです」と言ったらもう一つに換え
るとかは構わないと思います。確かに
いろいろ種類があります。吸入薬もも
ちろんあります。
　山内　小児科にそれほど通じていな
い先生も多いと思われますが、乳幼児
ですと、薬の量ですが、体重等々を見
ながら調節するのでしょうか。
　川﨑　薬用量は、年齢あるいは体重
によって、大人の何分の１とか、ある
いは体重当たり何㎎とか、どこを見て
も書いてあると思うのですけれども、
それを微妙に減らして、いつも少なめ
に出しています。
　山内　期間はどのぐらいでしょうか。
　川﨑　生理現象なので、期間は、症
状があるかぎり使う必要はないと思う
のです。眠りが悪かったのが眠れるよ

うになったというぐらいで十分ではな
いでしょうか。
　山内　状態を見ながら、途中でやめ
てしまうという感じでしょうか。
　川﨑　そうです。そんなに一生懸命
咳を止める必要はないと思います。
　山内　去痰剤に関してはいかがです
か。
　川﨑　去痰剤は、咳止めよりは長め
に使います。痰が絡んでいるような咳
のお子さんには「しばらくのみなさい」
と。どれぐらいになるか、そのときの
痰の絡み方によりますけれども、鎮咳
薬よりは長い投与になります。
　山内　一般論としては、痰を止めた
ほうがいい感じがするのでしょうか。
　川﨑　痰の切れがよくなるほうがは

るかに有益だと思います。
　山内　それによって乳幼児も非常に
状態が改善していく。
　川﨑　そうです。結果として咳も減
ると思います。痰が切れやすくなれば
咳も減ると思います。
　山内　例えば、母乳を飲んでいるよ
うなケースでも、そのあたりでかなり
うまくいくようになるとみてよいので
すね。
　川﨑　赤ちゃんの場合は、とにかく
水分、母乳の飲みぐあいがとても重要
なので、それが支障をきたすようだっ
たらたいへん困るので、痰切りや気管
支拡張薬などを積極的に出します。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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