
たことで混乱をきたしていると思うの
ですけれども、こういう方に対する最
も適切なアドバイスはありますか。
　吉原　まさに先生が指摘された内容
が最も重要な点だと思います。当大学
のアレルギー専門外来に喘息性気管支
炎あるいは気管支喘息疑いという診断
のまま、典型的な気管支喘息の患児が
紹介されてきます。このような患児は
幾つか診療所を替えて、その都度、急
性増悪のみの治療を行っているケース
が多く見受けられます。同一診療所で
フォローアップされている場合は、喘
鳴を繰り返しているか否かを、カルテ
記録や喘息日誌などを用いて容易に判
断することが可能です。これが、喘息
を診断するうえで最も重要なポイント
と考えます。
　池田　その患児を定期的にフォロー
して、早期に介入して、感冒に伴う喘
息様の症状を抑えることは、将来的に
どのような意義があるのでしょうか。

　吉原　予後に関してはご存じのよう
に、20～30年前と比べまして、小児喘
息の重症、難治化する症例が減少して
います。昔は療養所から学校に通学す
る患児もいたのですが、現在は全くい
ません。この理由として、少なくとも
重症、難治化においては、乳幼児期に
狭義の喘息はもちろんのこと、広義の
喘息も適切に早期診断し、長期管理薬
による早期介入を実施することで、喘
息の気道局所の炎症を早期にコントロ
ール状態に戻し、さらに維持すること
により、それが将来的な患児およびそ
の保護者のQOLの向上につながったと
考えられます。
　池田　そういった意味でも、ご両親
と主治医との関係を良好にして、将来
的にも患児の状態を重症化させないこ
とが重要ということですね。
　吉原　はい、そう思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　望月先生、小児喘息について、
質問にも小児の気管支喘息という確定
診断をつけるのはなかなか難しいと書
いてあります。これはどういうことな
のでしょうか。
　望月　この質問にあるように確定診
断をつけるのは難しく、世界的にもま
だ議論が続いているところですけれど
も、小さいお子さんだと肺機能検査が
できないのです。まずこれが一番大き
な問題でして、負荷試験もできないし、

また、もともと小さいと、どうしても
気管がやわらかい、気道が狭いことが
あって、簡単に喘鳴が起こってしまい
ます。これらのことから、喘息もどき
というか、喘息に類似した疾患も多数
あるので、なかなかドクターが診断ま
でこぎつけられないということになり
ます。
　池田　２歳とか５歳とか、年齢によ
ってある程度鑑別する方向があるとう
かがったのですけれどもいかがでしょ

小児喘息の診断と治療

東海大学小児科教授
望　月　博　之

（聞き手　池田志斈）

　幼若小児のいわゆる小児喘息の診断治療についてご教示ください。
　指導管理の方針などについて、最近の知識をご教示ください。

＜埼玉県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　小児の気管支喘息という確定診断をつけることは、実地臨床では難しいもの
があります。どのような根拠をもとに親に診断の説明をするのが適切でしょう
か。乳児の気管支喘息に対し、pMDI、DPI、またスペーサーを使用しても吸入
療法が困難なことが多いと思います。何かよいコツはあるのでしょうか。診療
所でネブライザーを用いることが多いのですが、自宅でのネブライザーを積極
的に指導することは適切でしょうか。

＜兵庫県開業医＞
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うか。
　望月　2012年の小児気管支喘息治
療・管理ガイドラインには、年齢を大
きく３つに分けて、１つは２歳以下の
お子さんたち、どうしても小さい子ど
もさんは喘鳴が多くてわかりづらい。
ただ、この子たちを鑑別することはな
かなか難しいので、まず喘鳴の回数で、
３回で１つ区切ることになっています。
それ以上だと、かなり強く疑うという
ことですが、小児喘息の場合はほとん
どがアレルギー体質、アトピーですの
で、血清の総IgE値を測ったり、特異
的なIgE抗体を測ったりして診断を進
めていくことになっています。
　池田　２歳以下の場合は肺機能検査
があまりできない。３回ぐらい喘鳴を
繰り返した場合は、大きく喘息ととら
えていく。５歳ぐらいになったら、あ
る程度検査ができるので、検査をして
いくということですね。
　病名が喘息とつくと、どうしても治
療しなければいけないのですけれども、
２歳以下のお子さんたちには、どのよ
うな治療が行われるのでしょうか。
　望月　基本的には５歳まで、それか
ら６歳以上の子どもさんと同じで、慢
性の気道炎症を抑えることが第一にな
ります。ですので、ロイコトリエン受
容体拮抗薬、それから吸入ステロイド
をうまく使うことが一番の骨子になり
ます。
　池田　そういう意味では、５歳まで

のお子さん、６歳以上のお子さんとだ
いたい同じですね。
　望月　そうですね。ステロイドの量
が若干違うところがあります。
　池田　２歳以下のお子さんでも重症
になった場合はどのように治療してい
くのでしょうか。
　望月　一つは、実際にガイドライン
に即して治療すると、私の印象ではだ
いたい９割か、それ以上の方はよくな
るのですが、どうしても治らないとい
うお母さん方がいらっしゃいます。一
番は薬がうまく使えていないのが問題
でしょう。吸入ステロイドについても、
ロイコトリエン受容体拮抗薬にしても、
かなり効果がありますので、そのどち
らを使っても効かないという方は、使
い方が悪い。例えば、吸入がうまくい
っていない。きちんと飲んでいない。
もちろん、アレルギー体質であれば、
掃除がうまくいっていない。お父さん
がたばこを吸っているとか、そういう
環境も含めての指導をもう一度やり直
すことになると思います。
　池田　逆にいいますと、ロイコトリ
エン受容体拮抗剤とステロイド吸入で、
何とかコントロールはできるのですね。
　望月　薬物的にはかなり効果がある
と思っています。
　池田　気管支拡張剤などを使う必要
はないのでしょうか。
　望月　長期管理上、だいたいの症例
では使わないのですが、中にはどうし

ても、LABA、長時間作動性のβ2刺激
薬を吸入して管理する方もいます。
　池田　その場合は入院ということに
なるのでしょうか。
　望月　以前ほど入院は多くはなく、
だいたい外来でコントロールできるよ
うになりました。ただ、大発作を起こ
すようなお子さんですと、どうしても
一度指導のために入院させることがあ
ります。
　池田　質問にもあるのですけれども、
小さいお子さんですと、スペーサーを
使ったりしての吸入が難しい、もう一
方で、ネブライザーを使うこともある。
どういう使い分けをしているのでしょ
うか。
　望月　大人のようにしっかりと吸え
れば、もちろんネブライザーであると
かスペーサーは必要ないのですが、赤
ちゃんを含めて、小さいお子さんでな
かなか意図的に吸ってくれない子たち
には、ネブライザーを使って、５分と
か10分かけて吸入していただきます。
しっかり薬物を吸っていただくのが 
一番よいかと思いますが、もう少し大
きくなりますと、スペーサーという、
閉鎖したスペースに一度霧を出して、
200㏄くらいでしょうか、その霧を改
めて吸っていただくような対応をして
います。
　池田　ネブライザーだと我々も使っ
たことがあります。何か泡が出る器械
で、吸ったり吐いたりの状態を数分や

っていると、自然に吸い込むというか
たちなのですけれども、スペーサーと
いうのはどのようなものなのですか。
霧を入れておいて吸うということなの
でしょうか。
　望月　実際に小児アレルギー学会で
勧めているのは３つ種類がありますが、
簡単にいうと、ペットボトルのような
ものに一度ハンディタイプのボンベに
入った霧を入れていただきます。大人
だと直接吸うことができるかもしれま
せんが、お子さんはできないので、一
度ペットボトルのような容器に入れて
いただく。それを改めて吸っていただ
くことになります。そうしますと、確
実に気管支の末梢まで入ることが報告
されています。
　池田　ということは、ネブライザー
ですと、テレビでも見ながら吸ったり
吐いたりできますが、スペーサーを使
うということは、それこそ必死に「吸
い込むぞ」と意図的にしなければいけ
ないのですね。
　望月　お子さん自身に嫌がらないと
いう気持ちが必要です。どうしても嫌
がってしまえば、例えば２～３回いや
いやをすればうまくいかないので、お
母さん方もネブライザーを希望するか
もしれないのですが、それには専用の
吸入器（ネブライザー）がなくてはい
けない。また吸入中の５分とか10分、
かかりきりになるので、それも面倒だ
ということがありますので、両方紹介
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うか。
　望月　2012年の小児気管支喘息治
療・管理ガイドラインには、年齢を大
きく３つに分けて、１つは２歳以下の
お子さんたち、どうしても小さい子ど
もさんは喘鳴が多くてわかりづらい。
ただ、この子たちを鑑別することはな
かなか難しいので、まず喘鳴の回数で、
３回で１つ区切ることになっています。
それ以上だと、かなり強く疑うという
ことですが、小児喘息の場合はほとん
どがアレルギー体質、アトピーですの
で、血清の総IgE値を測ったり、特異
的なIgE抗体を測ったりして診断を進
めていくことになっています。
　池田　２歳以下の場合は肺機能検査
があまりできない。３回ぐらい喘鳴を
繰り返した場合は、大きく喘息ととら
えていく。５歳ぐらいになったら、あ
る程度検査ができるので、検査をして
いくということですね。
　病名が喘息とつくと、どうしても治
療しなければいけないのですけれども、
２歳以下のお子さんたちには、どのよ
うな治療が行われるのでしょうか。
　望月　基本的には５歳まで、それか
ら６歳以上の子どもさんと同じで、慢
性の気道炎症を抑えることが第一にな
ります。ですので、ロイコトリエン受
容体拮抗薬、それから吸入ステロイド
をうまく使うことが一番の骨子になり
ます。
　池田　そういう意味では、５歳まで

のお子さん、６歳以上のお子さんとだ
いたい同じですね。
　望月　そうですね。ステロイドの量
が若干違うところがあります。
　池田　２歳以下のお子さんでも重症
になった場合はどのように治療してい
くのでしょうか。
　望月　一つは、実際にガイドライン
に即して治療すると、私の印象ではだ
いたい９割か、それ以上の方はよくな
るのですが、どうしても治らないとい
うお母さん方がいらっしゃいます。一
番は薬がうまく使えていないのが問題
でしょう。吸入ステロイドについても、
ロイコトリエン受容体拮抗薬にしても、
かなり効果がありますので、そのどち
らを使っても効かないという方は、使
い方が悪い。例えば、吸入がうまくい
っていない。きちんと飲んでいない。
もちろん、アレルギー体質であれば、
掃除がうまくいっていない。お父さん
がたばこを吸っているとか、そういう
環境も含めての指導をもう一度やり直
すことになると思います。
　池田　逆にいいますと、ロイコトリ
エン受容体拮抗剤とステロイド吸入で、
何とかコントロールはできるのですね。
　望月　薬物的にはかなり効果がある
と思っています。
　池田　気管支拡張剤などを使う必要
はないのでしょうか。
　望月　長期管理上、だいたいの症例
では使わないのですが、中にはどうし

ても、LABA、長時間作動性のβ2刺激
薬を吸入して管理する方もいます。
　池田　その場合は入院ということに
なるのでしょうか。
　望月　以前ほど入院は多くはなく、
だいたい外来でコントロールできるよ
うになりました。ただ、大発作を起こ
すようなお子さんですと、どうしても
一度指導のために入院させることがあ
ります。
　池田　質問にもあるのですけれども、
小さいお子さんですと、スペーサーを
使ったりしての吸入が難しい、もう一
方で、ネブライザーを使うこともある。
どういう使い分けをしているのでしょ
うか。
　望月　大人のようにしっかりと吸え
れば、もちろんネブライザーであると
かスペーサーは必要ないのですが、赤
ちゃんを含めて、小さいお子さんでな
かなか意図的に吸ってくれない子たち
には、ネブライザーを使って、５分と
か10分かけて吸入していただきます。
しっかり薬物を吸っていただくのが 
一番よいかと思いますが、もう少し大
きくなりますと、スペーサーという、
閉鎖したスペースに一度霧を出して、
200㏄くらいでしょうか、その霧を改
めて吸っていただくような対応をして
います。
　池田　ネブライザーだと我々も使っ
たことがあります。何か泡が出る器械
で、吸ったり吐いたりの状態を数分や

っていると、自然に吸い込むというか
たちなのですけれども、スペーサーと
いうのはどのようなものなのですか。
霧を入れておいて吸うということなの
でしょうか。
　望月　実際に小児アレルギー学会で
勧めているのは３つ種類がありますが、
簡単にいうと、ペットボトルのような
ものに一度ハンディタイプのボンベに
入った霧を入れていただきます。大人
だと直接吸うことができるかもしれま
せんが、お子さんはできないので、一
度ペットボトルのような容器に入れて
いただく。それを改めて吸っていただ
くことになります。そうしますと、確
実に気管支の末梢まで入ることが報告
されています。
　池田　ということは、ネブライザー
ですと、テレビでも見ながら吸ったり
吐いたりできますが、スペーサーを使
うということは、それこそ必死に「吸
い込むぞ」と意図的にしなければいけ
ないのですね。
　望月　お子さん自身に嫌がらないと
いう気持ちが必要です。どうしても嫌
がってしまえば、例えば２～３回いや
いやをすればうまくいかないので、お
母さん方もネブライザーを希望するか
もしれないのですが、それには専用の
吸入器（ネブライザー）がなくてはい
けない。また吸入中の５分とか10分、
かかりきりになるので、それも面倒だ
ということがありますので、両方紹介
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して選んでもらいます。
　池田　器械がいらないことを考えれ
ば、まずスペーサーからいって、それ
でもだめならネブライザーというパタ
ーンですね。
　望月　そのような選択もあると思い
ます。
　池田　ちょっとぶしつけな質問です
けれども、スペーサーは値段的にはあ
まり高くないのでしょうか。
　望月　3,000～5,000円ぐらいです。以
前はプラスチックのカップやペットボ
トルで代用していたのですが、どうし
ても霧が内側についてしまうようなこ
とがあるので、やはりそれなりのしっ
かりとしたものがいいのではないでし
ょうか。3,000円ぐらいからあるのです
が、マスクのところが非常に特殊なゴ
ムでできているものは5,000円ぐらいと、
決して安くはないです。
　池田　容器もそうですけれども、マ
ウスピースのようなところの構造が大
切なのですね。
　望月　リークしないように特許があ
るようなものです。
　池田　小さなお子さんがそれをうま
く使うには、なかなか難しいですね。
　望月　いやいやをしたらおしまいだ
と思います。小学生ぐらいだと自分で
吸おうとするのですが、その前の２～ 
５歳までのお子さんでは、ちょっと頭
が痛いところです。
　ネブライザーも途中でいやになって

やめてしまって、うまく吸えないこと
もありますので、このあたりが、なか
なか治らないとおっしゃるお母さん方
のお子さんへの対応に、一番問題があ
るところだと思います。
　池田　一方、ネブライザーはレンタ
ルなのでしょうか。それとも、購入し
てしまうのでしょうか。
　望月　だいたい購入していただいて
います。実際に３万円前後で購入でき
ると思うのですが、最近お仕事をされ
ているお母さん方も多いですから、夜
中、急性発作のときに、β2刺激薬の吸
入ができるので、家庭に１台あるとい
いということから、意外と購入してい
ただけます。ただ、長期管理のために
ステロイド薬を毎日使うので、どうし
てもちょっと煩雑になってしまいます。
　池田　なかなか難しいものですね。
実地の先生方はその辺が非常に興味が
あるところだと思うのですけれども。
　最後に、近々ガイドライン改訂との
ことですが、どういう骨子なのでしょ
うか。
　望月　小児アレルギー学会で2012年
のガイドラインができましたけれども、
しばらく時間がたちましたので、そろ
そろ新しいものをと、新刊の計画があ
ります。
　最近のガイドラインはMindsに準拠
ということがいわれていまして、エビ
デンスベースで、非常にしっかりとし
たスタディを骨子にし、それをもとに

患者さんにも説明しようという体裁に
なっていますので、このあたりが難し
いところです。
　小児科の疾患でもガイドラインは多
数あると思うのですが、喘息とか食物
アレルギーは非常に大きな分野になり
ますし、エビデンスがあまりない小さ
いお子さんが対象なので、難しいとこ
ろです。狭い範囲の疾患ですと、しっ
かりとできるかもしれませんが。
　来年には完成すると思うのですが、
おそらく半分はこれまでどおりのガイ
ドラインを踏襲して、薬物療法などに
ついてはしっかりとしたエビデンスを
ベースにして、解説できるようにした
いと思っています。
　池田　薬物ですと、今出てきたロイ
コトリエン受容体拮抗剤とステロイド
吸入、気管支拡張剤、この３つがある
のですけれども、この辺はエビデンス
が十分にあるのでしょうか。
　望月　外国のものを含めて、しっか
りとした報告があります。もちろん、
相反するものもあります。どのように
するかですが、Minds形式で一番問題
なのは、大きなスタディでしっかりと
しているから、すべてそれに準拠しよ
うというわけではないことです。最終
的にはドクターと患者さんたちで決め
ていただくような余裕が求められると
思います。今クリニカル・クエスチョ
ンをどうやってつくるか、まだ始まっ
たばかりなのですが、おそらくそのあ

たりも満足できるものができるのでは
ないかと思っています。
　池田　最終的には各担当の先生の、
ある程度のあんばいができないといけ
ないと思うのですけれども、特に小さ
なお子さんだと、両親はステロイドと
聞くと、すごく心配されます。長期使
用に関するエビデンスはもう出ている
のでしょうか。
　望月　このあたりも非常に難しいと
ころで、例えば身長が１㎝ほど低くな
ってしまうというような論文もありま
す。それを１㎝だからいいと見るのか、
例えば170㎝の方が171㎝になるべきと
ころを１㎝低かった、それでもQOLが
よかったらよしとするべきか。そのあ
たりもまた難しい問題になってくるの
ですが、身長については、５年間しっ
かり使うと、ごくわずかですが低くな
ってしまうことがありうるかもしれま
せん。けれども、それをもってしても
生活上の利益が大きいので、という話
になるかと思っています。
　池田　１㎝ほど差がある。
　望月　はい。ただ、生活上、スポー
ツにしても、いろいろな学習について
も、積極的にできるようなQOLを得ら
れれば、その方にとっては非常に大き
なプラスだと思います。
　本来ガイドラインでは、そのあたり
にも踏み込めればいいなと思っていま
す。
　池田　そういった安全面の保障があ

ドクターサロン60巻８月号（7 . 2016） （591）  3130 （590） ドクターサロン60巻８月号（7 . 2016）

1608本文.indd   30-31 16/07/13   11:39



して選んでもらいます。
　池田　器械がいらないことを考えれ
ば、まずスペーサーからいって、それ
でもだめならネブライザーというパタ
ーンですね。
　望月　そのような選択もあると思い
ます。
　池田　ちょっとぶしつけな質問です
けれども、スペーサーは値段的にはあ
まり高くないのでしょうか。
　望月　3,000～5,000円ぐらいです。以
前はプラスチックのカップやペットボ
トルで代用していたのですが、どうし
ても霧が内側についてしまうようなこ
とがあるので、やはりそれなりのしっ
かりとしたものがいいのではないでし
ょうか。3,000円ぐらいからあるのです
が、マスクのところが非常に特殊なゴ
ムでできているものは5,000円ぐらいと、
決して安くはないです。
　池田　容器もそうですけれども、マ
ウスピースのようなところの構造が大
切なのですね。
　望月　リークしないように特許があ
るようなものです。
　池田　小さなお子さんがそれをうま
く使うには、なかなか難しいですね。
　望月　いやいやをしたらおしまいだ
と思います。小学生ぐらいだと自分で
吸おうとするのですが、その前の２～ 
５歳までのお子さんでは、ちょっと頭
が痛いところです。
　ネブライザーも途中でいやになって

やめてしまって、うまく吸えないこと
もありますので、このあたりが、なか
なか治らないとおっしゃるお母さん方
のお子さんへの対応に、一番問題があ
るところだと思います。
　池田　一方、ネブライザーはレンタ
ルなのでしょうか。それとも、購入し
てしまうのでしょうか。
　望月　だいたい購入していただいて
います。実際に３万円前後で購入でき
ると思うのですが、最近お仕事をされ
ているお母さん方も多いですから、夜
中、急性発作のときに、β2刺激薬の吸
入ができるので、家庭に１台あるとい
いということから、意外と購入してい
ただけます。ただ、長期管理のために
ステロイド薬を毎日使うので、どうし
てもちょっと煩雑になってしまいます。
　池田　なかなか難しいものですね。
実地の先生方はその辺が非常に興味が
あるところだと思うのですけれども。
　最後に、近々ガイドライン改訂との
ことですが、どういう骨子なのでしょ
うか。
　望月　小児アレルギー学会で2012年
のガイドラインができましたけれども、
しばらく時間がたちましたので、そろ
そろ新しいものをと、新刊の計画があ
ります。
　最近のガイドラインはMindsに準拠
ということがいわれていまして、エビ
デンスベースで、非常にしっかりとし
たスタディを骨子にし、それをもとに

患者さんにも説明しようという体裁に
なっていますので、このあたりが難し
いところです。
　小児科の疾患でもガイドラインは多
数あると思うのですが、喘息とか食物
アレルギーは非常に大きな分野になり
ますし、エビデンスがあまりない小さ
いお子さんが対象なので、難しいとこ
ろです。狭い範囲の疾患ですと、しっ
かりとできるかもしれませんが。
　来年には完成すると思うのですが、
おそらく半分はこれまでどおりのガイ
ドラインを踏襲して、薬物療法などに
ついてはしっかりとしたエビデンスを
ベースにして、解説できるようにした
いと思っています。
　池田　薬物ですと、今出てきたロイ
コトリエン受容体拮抗剤とステロイド
吸入、気管支拡張剤、この３つがある
のですけれども、この辺はエビデンス
が十分にあるのでしょうか。
　望月　外国のものを含めて、しっか
りとした報告があります。もちろん、
相反するものもあります。どのように
するかですが、Minds形式で一番問題
なのは、大きなスタディでしっかりと
しているから、すべてそれに準拠しよ
うというわけではないことです。最終
的にはドクターと患者さんたちで決め
ていただくような余裕が求められると
思います。今クリニカル・クエスチョ
ンをどうやってつくるか、まだ始まっ
たばかりなのですが、おそらくそのあ

たりも満足できるものができるのでは
ないかと思っています。
　池田　最終的には各担当の先生の、
ある程度のあんばいができないといけ
ないと思うのですけれども、特に小さ
なお子さんだと、両親はステロイドと
聞くと、すごく心配されます。長期使
用に関するエビデンスはもう出ている
のでしょうか。
　望月　このあたりも非常に難しいと
ころで、例えば身長が１㎝ほど低くな
ってしまうというような論文もありま
す。それを１㎝だからいいと見るのか、
例えば170㎝の方が171㎝になるべきと
ころを１㎝低かった、それでもQOLが
よかったらよしとするべきか。そのあ
たりもまた難しい問題になってくるの
ですが、身長については、５年間しっ
かり使うと、ごくわずかですが低くな
ってしまうことがありうるかもしれま
せん。けれども、それをもってしても
生活上の利益が大きいので、という話
になるかと思っています。
　池田　１㎝ほど差がある。
　望月　はい。ただ、生活上、スポー
ツにしても、いろいろな学習について
も、積極的にできるようなQOLを得ら
れれば、その方にとっては非常に大き
なプラスだと思います。
　本来ガイドラインでは、そのあたり
にも踏み込めればいいなと思っていま
す。
　池田　そういった安全面の保障があ
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る程度できていると、親御さんにとっ
ても非常にいいガイドラインですね。
　望月　そのとおりです。親御さんと
ドクターと一緒に、真ん中にガイドラ

インを置いて使えるようなものができ
れば本当によいと思っています。
　池田　本当に期待できますね。どう
もありがとうございました。

　池田　小児の臍ヘルニアのテープ固
定について、まず初めに、どのような
お子さんがこういうヘルニアになりや
すいのでしょうか。
　土岐　臍ヘルニアは、もともと臍帯
が脱落した後で出てくるものなのです
が、発生学的にいいますと、臍帯が取
れたあとにヘルニア門になるべきとこ
ろがあって、そこに四方から筋肉がず
っと寄り集まってきて閉じるのが普通
です。ところが、早産児とか未熟児、
あるいは低出生体重児とか、そういう
子の場合はそこがまだ完全に閉じてい
ないので、腹腔内の圧が上がったとき

にヘルニアが飛び出してくることにな
ります。
　池田　腹壁の組織の未熟さがその原
因になっているのですね。
　土岐　そうですね。
　池田　質問にもあるのですけれども、
以前ですと、テープで固定してもかぶ
れるので経過観察という方針だったと
いうことですけれども、実際そうだっ
たのでしょうか。
　土岐　この以前というのが、30年も
40年も前の話なのですが、テープだけ
で周りの皮膚を寄せるというやり方が
ありました。確かにこれで治るのです

小児の臍ヘルニア

昭和大学小児外科教授
土　岐　　彰

（聞き手　池田志斈）

　小児の臍ヘルニアのテープ固定についてご教示ください。
　以前は、小児の臍ヘルニアの対応として、「テープで固定してもかぶれるの
で経過観察を」という方針であったと思いますが、最近はテープの質の向上の
せいか小児外科医がテープ固定を勧めていると聞きます。
　１．具体的にどのように固定するのか。
　２．テープ交換の頻度。
　３．どの程度になるまで続けるのか。

＜兵庫県開業医＞
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