
ぐに搬送することが必要になると思い
ます。
　山内　現時点では画像診断をしても、
特別な異常は出ないとみてよいのです
ね。

　岡　はい。重積とかそういうことで
ない、単純な熱性けいれんであれば、
そういう心配はないと考えていただい
ていいと思います。
　山内　ありがとうございました。

埼玉県立小児医療センター岩槻診療所所長
鍵　本　聖　一

（聞き手　山内俊一）

　感染性胃腸炎で、ウイルスではなく細菌性と思われる長期の下痢に対してご
教示ください。ロペミンの使用は、完全に禁忌なのでしょうか。

＜広島県開業医＞

細菌性胃腸炎の治療薬

　山内　鍵本先生、短期ならよいです
が、長くなってきた下痢、特にけっこ
う激しい下痢にはなかなか治療にも難
渋するし、特にお子さんの場合はお母
さんの心配なども考慮すると対応が難
しいものがあるかと思います。普通、
下痢というと抗菌薬を使うかどうかと
いったあたりから議論があるかと思わ
れます。
　まず、遷延化する下痢、長い下痢の
目安としては１週間とかでしょうか。
　鍵本　２週間をめどに我々は考えて
いて、２週間を超えているとちょっと
遷延していて、６週間を超えると、こ
れは慢性の下痢といって、おそらくた
だの感染症ではない。例えば小児の場
合ですと、消化不良症とか、免疫不全
症とか、そういう少し別の要因を積極
的に考えなくてはいけないといわれて

います。あまり遷延する下痢は専門領
域と思っています。
　山内　例えば感染性のものがトリガ
ーになって、遷延化することもあるの
でしょうか。
　鍵本　あると思います。特に、栄養
障害とか免疫不全がベースにあれば、
感染症が増悪因子の最たるものですの
で、特に栄養障害が伴っている下痢は、
ただの感染症が引き金になって、とて
も遷延する。特に開発途上国のお子さ
んたちの下痢はそういうパターンが多
いのです。
　山内　まず遷延する下痢で、私ども
が考慮しなければならないものという
と、どういうものがあるのでしょうか。
　鍵本　ばい菌によるものかどうかが
一つポイントになります。必ずしも下
痢はばい菌によって起きるわけではな
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らのほうがはびこってくる。その菌自
体は弱いのだけれども、抗菌薬に耐性
を持っている菌がはびこってくるとい
うこともありますし、それから薬剤自
体の副作用もあります。
　そういったことを天秤にかけたうえ
で、全身的に影響が重大に出ている、
敗血症とか、重大な体の変化を伴って
いるような場合に、私どものところは
使っていこうかということです。発熱
とか意識障害、循環障害などがあれば
使うと思いますし、あと非常にひどい
QOLの低下、下痢あるいはおなかの痛
みで眠ることもできないとか、あるい
は長時間活動したり外出したりすると、
下痢が遷延してとても不安である。こ
んな場合には考えようかなということ
です。
　山内　一応便培養などは出しておく
のですね。
　鍵本　私どもは小児科医ですので、
下痢のお子さんに便培養を必ずしもル
ーチンで行うことはしていません。普
通は対症療法で、ごはんとか水分とか
安静にとか、そういうもので様子を見
て、極力自前の治癒力に頼ることをし
ています。
　山内　ちなみに、細菌性の大腸炎が
らみの感染症では血中の白血球は増え
るものなのでしょうか。
　鍵本　白血球が増えるために、感染
を起こし、その場から様々な反応が起
きますが、例えばサイトカインなどが

産生されるような病態までいかないと、
そこまで起きないと思うのです。ただ、
抗菌薬を使おうかと思うような症例で
すと、大抵熱が出ていたり、おなかの
痛みがひどかったりして、白血球が上
がる場合が多いです。ただし、例外も
ありまして、例えばサルモネラ感染症
などは逆に白血球が下がることもあり
ます。腸チフスなども下がってきます。
そういう場合もあります。
　それから、毒素型の感染症ですと、
熱も出ないし、白血球も上がらない、
例えばO157の軽いものなどはそうい
うものが動かないのです。ですから、
必ずしも白血球が上がるとは限りませ
ん。それなりの感染を起こしている場
合は、白血球が上がったりすることが
指標になると思います。
　山内　質問に戻りますが、遷延型の
下痢、QOLも悪いといったような状況
のときに、止瀉剤、例えばロペミンの
ようなものは本当に使ってはだめなの
か、このあたりはいかがでしょうか。
　鍵本　全身管理が優先ですので、下
痢を止める前に、例えばショックにな
っているとか、非常に全身状態がやら
れている場合は、そちらをトリートし
ないといけないと思うのです。あと栄
養ですね。下痢のために、おかゆをず
っと食べている。食べるもの、飲むも
のも休んでいるというような場合は栄
養障害も起きてきますので、その栄養
面を考えていくことが優先されます。

いということで、昨今ですとアレルギ
ーもあるし、栄養障害とか消化不良も
あるし、心因性の過敏性腸症候群など、
どうしても下痢が続くものもあります。
感染症でない下痢に抗生物質は当然効
きませんので、そこの見極めになるの
だろうと思います。
　山内　その見極め自体がまた難しい
かと思いますが。
　鍵本　下痢の性状から、発熱、腹痛
を伴っているかどうか。その腹痛も、
例えば小児の場合だと、おへその回り
の腹痛か、そうではないのか、下腹部
痛なのか、右・左に寄っているのか、
というようなことが非常によいマーカ
ーといいますか、指標になります。そ
れから、見た目で、子どもの場合、体
重がどんどん落ちていくとか、やせが
進行している場合は、感染症を含めて、
ゆゆしい事態だと考えなくてはいけな
いと思います。
　山内　腹痛が主体になるものは大腸
関係のものと考えてよいでしょうか。
　鍵本　大腸関係が多いと思いますが、
子どもでも虫垂炎などは、絶対見落と
してはいけないものですし、ちょっと
した腸の異常症という先天性のものも
たくさんあります。腹痛は必ずしも大
腸ではないのですけれども、先生がお
っしゃるように、大腸に感染した場合
は腹痛が主体の症状になってきますの
で、大腸が多いと思われます。
　山内　一般的には小腸あたりまでは

ウイルス性、大腸あたりから細菌性と
いう感じもするのですが、いかがでし
ょう。
　鍵本　おっしゃるとおりです。もと
もと小腸は様々な保護機構もあるし、
腸の内容物の移動がすごく速くて、細
菌はあまり定着しにくい状況にありま
す。大腸には腸内細菌叢の多くの部分
があって、もともと細菌の生息に適し
た環境があり、多分そこがベースにな
った感染症ですから、大腸に多いとい
うことになると思います。
　山内　一応そのあたりをベースにし
て、経験的に、例えば抗菌剤を使って
いくのでしょうが、むろんその前に本
来は便をきちんと調べるという段階が
あるのでしょうね。
　鍵本　抗菌薬は絶対使ってはいけな
いとは私も思わないのですが、抗菌薬
には功罪があります。病原菌を直接や
っつけて原因を断つという非常にスト
レートな効果があるのですけれども、
その半面、考えなくてはいけないこと
は、抗菌薬によって、多分よい影響を
及ぼしている様々な腸内細菌をも変容
させてしまう可能性がある。それから、
効かない菌を誘導する。耐性菌ですね。
こういう場合もあります。そうすると、
せっかく体の防御機構で治るものをか
えって邪魔をするというようなことも
あります。
　それから、普段は入ってこないよう
な菌にアドバンテージを与えて、そち
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らのほうがはびこってくる。その菌自
体は弱いのだけれども、抗菌薬に耐性
を持っている菌がはびこってくるとい
うこともありますし、それから薬剤自
体の副作用もあります。
　そういったことを天秤にかけたうえ
で、全身的に影響が重大に出ている、
敗血症とか、重大な体の変化を伴って
いるような場合に、私どものところは
使っていこうかということです。発熱
とか意識障害、循環障害などがあれば
使うと思いますし、あと非常にひどい
QOLの低下、下痢あるいはおなかの痛
みで眠ることもできないとか、あるい
は長時間活動したり外出したりすると、
下痢が遷延してとても不安である。こ
んな場合には考えようかなということ
です。
　山内　一応便培養などは出しておく
のですね。
　鍵本　私どもは小児科医ですので、
下痢のお子さんに便培養を必ずしもル
ーチンで行うことはしていません。普
通は対症療法で、ごはんとか水分とか
安静にとか、そういうもので様子を見
て、極力自前の治癒力に頼ることをし
ています。
　山内　ちなみに、細菌性の大腸炎が
らみの感染症では血中の白血球は増え
るものなのでしょうか。
　鍵本　白血球が増えるために、感染
を起こし、その場から様々な反応が起
きますが、例えばサイトカインなどが

産生されるような病態までいかないと、
そこまで起きないと思うのです。ただ、
抗菌薬を使おうかと思うような症例で
すと、大抵熱が出ていたり、おなかの
痛みがひどかったりして、白血球が上
がる場合が多いです。ただし、例外も
ありまして、例えばサルモネラ感染症
などは逆に白血球が下がることもあり
ます。腸チフスなども下がってきます。
そういう場合もあります。
　それから、毒素型の感染症ですと、
熱も出ないし、白血球も上がらない、
例えばO157の軽いものなどはそうい
うものが動かないのです。ですから、
必ずしも白血球が上がるとは限りませ
ん。それなりの感染を起こしている場
合は、白血球が上がったりすることが
指標になると思います。
　山内　質問に戻りますが、遷延型の
下痢、QOLも悪いといったような状況
のときに、止瀉剤、例えばロペミンの
ようなものは本当に使ってはだめなの
か、このあたりはいかがでしょうか。
　鍵本　全身管理が優先ですので、下
痢を止める前に、例えばショックにな
っているとか、非常に全身状態がやら
れている場合は、そちらをトリートし
ないといけないと思うのです。あと栄
養ですね。下痢のために、おかゆをず
っと食べている。食べるもの、飲むも
のも休んでいるというような場合は栄
養障害も起きてきますので、その栄養
面を考えていくことが優先されます。

いということで、昨今ですとアレルギ
ーもあるし、栄養障害とか消化不良も
あるし、心因性の過敏性腸症候群など、
どうしても下痢が続くものもあります。
感染症でない下痢に抗生物質は当然効
きませんので、そこの見極めになるの
だろうと思います。
　山内　その見極め自体がまた難しい
かと思いますが。
　鍵本　下痢の性状から、発熱、腹痛
を伴っているかどうか。その腹痛も、
例えば小児の場合だと、おへその回り
の腹痛か、そうではないのか、下腹部
痛なのか、右・左に寄っているのか、
というようなことが非常によいマーカ
ーといいますか、指標になります。そ
れから、見た目で、子どもの場合、体
重がどんどん落ちていくとか、やせが
進行している場合は、感染症を含めて、
ゆゆしい事態だと考えなくてはいけな
いと思います。
　山内　腹痛が主体になるものは大腸
関係のものと考えてよいでしょうか。
　鍵本　大腸関係が多いと思いますが、
子どもでも虫垂炎などは、絶対見落と
してはいけないものですし、ちょっと
した腸の異常症という先天性のものも
たくさんあります。腹痛は必ずしも大
腸ではないのですけれども、先生がお
っしゃるように、大腸に感染した場合
は腹痛が主体の症状になってきますの
で、大腸が多いと思われます。
　山内　一般的には小腸あたりまでは

ウイルス性、大腸あたりから細菌性と
いう感じもするのですが、いかがでし
ょう。
　鍵本　おっしゃるとおりです。もと
もと小腸は様々な保護機構もあるし、
腸の内容物の移動がすごく速くて、細
菌はあまり定着しにくい状況にありま
す。大腸には腸内細菌叢の多くの部分
があって、もともと細菌の生息に適し
た環境があり、多分そこがベースにな
った感染症ですから、大腸に多いとい
うことになると思います。
　山内　一応そのあたりをベースにし
て、経験的に、例えば抗菌剤を使って
いくのでしょうが、むろんその前に本
来は便をきちんと調べるという段階が
あるのでしょうね。
　鍵本　抗菌薬は絶対使ってはいけな
いとは私も思わないのですが、抗菌薬
には功罪があります。病原菌を直接や
っつけて原因を断つという非常にスト
レートな効果があるのですけれども、
その半面、考えなくてはいけないこと
は、抗菌薬によって、多分よい影響を
及ぼしている様々な腸内細菌をも変容
させてしまう可能性がある。それから、
効かない菌を誘導する。耐性菌ですね。
こういう場合もあります。そうすると、
せっかく体の防御機構で治るものをか
えって邪魔をするというようなことも
あります。
　それから、普段は入ってこないよう
な菌にアドバンテージを与えて、そち
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しかし、頻回、あるいは腹痛を伴う下
痢がQOLの低下に通じて、患者さん本
人が非常に苦痛だという場合は、薬物
治療をすることが正当化されるという
文献も出ています。
　山内　必ずしも禁忌とはいえないと
いうニュアンスなのでしょうか。
　鍵本　ロペミンというのはロペラミ
ドという薬で、これは小腸輸送能を抑
制して通過時間を延長し、小腸など結
腸の蠕動を抑える。また、cholera toxin
で起きる水・ナトリウムの分泌を吸収
する方向にして下痢を止めるという強

力な作用があるのです。これはいいの
ですけれども、小児科の立場から言い
ますと、６カ月未満の赤ちゃんには使
ってほしくないと思います。それから
非常に重篤な出血性腸炎とか赤痢、偽
膜性大腸炎みたいな全身に影響の強い
ものには使わないほうがよいと思いま
す。それ以外であれば、常用量を必要
最小限使って、少し下火になったらぱ
っとやめる。こういう使い方はもちろ
ん正当化されると考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科教授
松　尾　　朗

（聞き手　池田志斈）

　骨粗鬆症（70歳、女性）で、ビスホスフォネート製剤の投与を受けている場
合、歯科で歯周病のために抜歯を行う際、休薬などが必要か、注意点をご教示
ください。

＜京都府開業医＞

ビスホスフォネート製剤と歯科治療

　池田　松尾先生、ビスホスフォネー
トを内服しているか、あるいは注射し
ている方で、こういう顎骨壊死が起き
るのはどのくらいの頻度なのでしょう
か。
　松尾　頻度的には非常に低いといわ
れていますが、実際には口腔外科にか
なりの数の患者さんがいらっしゃって
います。がんの患者さんの場合、だい
たい1.8％程度といわれていて、骨粗鬆
症の患者さんですと0.01％以下といわ
れてます。
　池田　骨粗鬆症で投与されている方
と、がんで投与されている方は分けな
ければいけないのですね。
　松尾　そうですね。昔は内服薬と注
射薬でリスクを分けていたのですけれ
ども、今はむしろがんで投与される方、

骨粗鬆症で投与される方、みたいなか
たちで分けていくことが多いと思いま
す。
　池田　逆に言うと、私は皮膚科でス
テロイドの内服薬を出すのですが、そ
のときに、リスクが大きいから、ビス
ホスフォネートを骨粗鬆症だとか骨折
に対して投与するようにと骨代謝学会
から出ています。ステロイドもやはり
リスクなのでしょうか。
　松尾　ステロイドは一番のリスクに
なるので、がん以外の骨粗鬆症とかで
出されている方にとっては、ビスホス
フォネート＋ステロイドは一番のリス
クファクターといわれています。です
ので、我々もリウマチの方に関しては、
かなり気をつけて診ていくようにして
います。
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