
本は2007年の論文に行き着くような感
じがしますので、基本的にはそんなに
変わりはないと思います。
　池脇　もう一つ、全身麻酔の後に予
防接種ということもあると思うのです
けれども、その間隔の調整はどうなっ
ているのでしょうか。
　宮澤　うちの病院の場合は、退院し
た後、手術の急性期を過ぎたら、いつ
接種してもよい。例えば、デイ・サー
ジャリーで終わるような小さい手術の
場合は48時間あけて、３日目ぐらいか
らは打っていただいても構わないと説
明しています。いろいろな病院の基準
を見ますと、ワクチンは手術をした後、
１週間ぐらいあければ十分ではないか
と皆さん書いています。
　池脇　麻酔の影響あるいは手術の侵
襲よりも、例えば術後の感染症とか、
そういったもののほうを、むしろ気に
しないといけない。
　宮澤　大きな問題かもしれません。
ただ、血液製剤を使ったときだけは免
疫に対する影響が強いので、各病院で
ガイドラインがあると思います。免疫
グロブリンや輸血ですね。輸血も、赤
血球だけでなく、FFPや血小板もあり
ますので、それによって間隔が決まっ
ています。免疫グロブリン製剤をたく
さん投与するものとしては川崎病が有
名ですが、川崎病の場合はわりと早く
免疫グロブリンが消費されるため、６
カ月ぐらいあければ予防接種をしても

いいといわれています。
　生ワクチンの中でも、血液製剤の影
響を受けるのは水痘、麻疹、風疹、ム
ンプスです。BCGとロタウイルスは不
活化ワクチンと同じように影響がない
といわれていますので、分けて考えて
もよいと思います。
　池脇　今のお話を聞いて、半年とい
うと、ずいぶんあけるのだと感じてし
まいますが、むしろ術後、予防接種ま
での期間のほうが考慮しないといけな
いのですね。
　宮澤　術前よりも、もっと考える必
要があるかもしれません。限られた患
者さんですが、考える必要はあると思
います。
　池脇　いずれにしても、今の手術麻
酔の前のワクチン接種の間隔、あるい
は手術後のワクチン接種に関しては、
以前の混乱がだいぶ収まって、今の先
生の考え方がだいたい浸透していると
いうことでよいでしょうか。
　宮澤　よいのではないでしょうか。
私が調べた範囲ではそのように感じて
います。
　池脇　ありがとうございました。

＊参考文献
Siebert JN et al. Influence of anesthesia 
on immune responses and its effect on 
vaccination in children : review of evi-
dence. Pediatric Anesthesia 2007 ; 17 : 
410～420

獨協医科大学小児科主任教授
吉　原　重　美

（聞き手　山内俊一）

　乳幼児の鎮咳去痰剤の使用方法について具体的にご教示ください。
　（症状、年数による使い分け、併用すべき薬剤、用いないほうがよい薬剤など）

＜埼玉県開業医＞

乳幼児の鎮咳去痰剤の使用方法

　山内　吉原先生、乳幼児に去痰剤を
使うか、使わないかというのは、なか
なか我々内科医にはよくわからないと
ころがあるのですが、具体的な疾患で
いえば、どういったものによく使われ
ているのでしょうか。
　吉原　小児において、痰の多い疾患
は、気管支喘息、細気管支炎、気管支
炎および肺炎などの呼吸器炎症性疾患
です。そして、それらの症例に去痰剤
がよく使用されています。
　山内　特に乳児などはどういうタイ
ミングといいますか、どんな症状のサ
インで去痰剤を開始するのでしょうか。
　吉原　通常、咳により気道内の異物
の混入した粘液、すなわち、痰を排出
できます。しかし、湿性の咳嗽が気道
粘液の停滞に起因して起きているよう
な症例においては、粘液が増加してい

くと、クリアランスが間に合わずに気
道内に停滞してしまいます。また、成
人と比べて、小児、特に乳幼児は喀出
力が弱いために、その停滞した粘液、
すなわち痰を効率よく喀出できない状
態になると、咳嗽が長引きます。この
ようにならないために、呼吸器炎症性
疾患では、早めに去痰剤を使用すべき
と考えます。また、サーカディアンリ
ズムにより、痰は夜中に溜まりやすく、
咳が誘発されます。そうしますと、夜
間睡眠障害によりQOLも悪化します。
そこで、夜中に痰がらみの咳のサイン
がある症例も去痰剤を使用すべきと思
います。
　山内　咳にも注意しろということで
すね。
　吉原　そうですね。
　山内　特に乳児では、痰なのか、鼻
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と、気管支収縮も弛緩して、痰も喀出
しやすくなります。喘息に対してβ2刺
激薬と去痰剤の併用は、相乗効果が期
待できます。
　山内　喘息に関して、成人ではステ
ロイドの吸入といったものが最近主軸
になってきていて、それにβ2刺激薬、
合剤のようなものもありますけれども、
乳幼児の場合はいかがなのでしょう。
　吉原　乳幼児に関しても、同じ喘息
として気道炎症が存在していますと、
吸入ステロイド薬を使う症例はありま
す。しかし、ロイコトリエン受容体拮
抗薬を第一選択薬として使用する症例
が多く、ガイドラインでも推奨されて
います。その理由のひとつとして、副
作用が少ないことが挙げられます。そ
れを使用しても効果が得られない場合、
すなわち中等症から重症の乳幼児喘息
には、吸入ステロイド薬を併用する場
合が多くなります。
　山内　ちなみに、乳幼児で喘息とい
うのはけっこうあるものなのでしょう
か。
　吉原　年齢的に確定診断が難しい時
期であることは間違いありません。現
在、小児気管支喘息治療・管理ガイド
ライン2017年改訂版を作成中です。そ
の中で乳幼児期の喘息の診断に「診断
的治療」を導入する予定でいます。100
％喘息と診断できるのは６歳以上です。
しかし、６歳以上から喘息治療を始め
ると、どうしてもリモデリングが生じ

ており、難治化してしまう症例が少な
からず存在します。乳幼児期において
は、３回以上繰り返す反復性喘鳴など
を、先ほど述べた「診断的治療」を用
いて、乳幼児喘息と診断し、治療を開
始します。乳幼児喘息の早期診断・早
期介入が喘息の難治化を防ぐというこ
とで重要です。
　山内　あと、併用薬のところですが、
成人では特に汎細気管支炎などで、ク
ラリスロマイシン系統のものがよく併
用されますけれども、乳幼児の場合、
いかがなのでしょう。
　吉原　乳幼児でもマクロライド系の
抗菌薬を使用すると、好中球性炎症に
対して効果を発揮します。クラリスロ
マイシンは、IL-８などのサイトカイ
ンを抑制し、抗気道炎症作用があり、
去痰剤との併用効果が期待できます。
慢性鼻・副鼻腔炎は、マクロライド系
の少量持続療法が推奨されています。
もちろん、マイコプラズマの気管支炎
や肺炎、クラミジア肺炎には、通常の
抗菌作用として効果を示します。
　山内　今出てきた中では、乳幼児と
いうとマイコプラズマがけっこう多い
のかなという気もするのですが、実際、
いかがなのでしょう。
　吉原　昔は学童に多いといわれてい
たのですが、最近は低年齢化してきて
おり、乳幼児でも散見されるようにな
ってきました。
　山内　最後に安全性ですが、この方

汁なのか、わかりにくいような気もし
ますが、いかがでしょうか。
　吉原　おっしゃるとおりで、実は去
痰剤をのませていて効果がないような
症例に鼻汁吸引をしますと、直ちに咳
嗽や喘鳴が消失してしまう、あるいは
軽くなる症例もあります。そのため、
鼻汁吸引は、たいへん効果的な治療法
の一つであると思っています。
　山内　次に薬ですが、種類はかなり
あるのですが、実際、臨床現場でよく
使われているものとなると、どういっ
たものなのでしょう。
　吉原　粘液修復薬といわれています
L-カルボシステインや、気道の潤滑薬
としてのアンブロキソール、その２剤
が小児で多く使われています。
　山内　成人でも最近はそういった薬
剤が中心になっているようですが、や
はり利点が多い薬剤と考えてよろしい
のでしょうか。
　吉原　固い喀痰の喀出や気道の過分
泌、肺の実質病変や、反復性・遷延性
の咳の病態に対しても効果があるとい
うエビデンスが報告されています。
　山内　わりに広くカバーして、実際
上、見ていて効果がありそうだなとい
う感じなわけですね。
　吉原　はい、おっしゃるとおりです。
　山内　乳幼児になりますと、エビデ
ンスを固めるといってもなかなか難し
いのでしょうね。
　吉原　まさにおっしゃるとおりです。

　山内　実際の臨床現場で使われる場
合、乳幼児ですから、年齢によって当
然投与量は変わってくるとみてよろし
いのでしょうか。
　吉原　はい、投与量は、もちろん年
齢や体重により変わります。
　山内　製剤的にも、より小さい製剤
とか、量が少ない製剤、あるいはのみ
やすいといいますか、例えばシロップ
形態のもの、そういったものも必要な
わけですね。
　吉原　そうですね。この２剤に関し
ては、乳幼児でも使用しやすい剤形で
あるシロップ、ドライシロップや細粒
など、種々の剤形の中から選択できる
という利点があります。
　山内　一般的にはどのぐらいの期間
使われるものなのでしょうか。
　吉原　疾患によっても異なります。
急性の呼吸器感染症でしたら通常は 
１～２週間程度です。長引く咳の場合、
慢性鼻・副鼻腔炎、気管支喘息などは、
１カ月から半年ぐらい使う症例もあり
ます。
　山内　併用すべき薬剤という質問が
あるのですが、併用すべき、ないし併
用すると利点があるような薬剤という
とどういったものでしょうか。
　吉原　気管支喘息のような場合には、
病態が気道の粘膜浮腫と痰の増加と平
滑筋の収縮です。痰の増加に対する去
痰剤の治療だけではなかなか痰の排出
が困難ですので、β2刺激薬と併用する
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と、気管支収縮も弛緩して、痰も喀出
しやすくなります。喘息に対してβ2刺
激薬と去痰剤の併用は、相乗効果が期
待できます。
　山内　喘息に関して、成人ではステ
ロイドの吸入といったものが最近主軸
になってきていて、それにβ2刺激薬、
合剤のようなものもありますけれども、
乳幼児の場合はいかがなのでしょう。
　吉原　乳幼児に関しても、同じ喘息
として気道炎症が存在していますと、
吸入ステロイド薬を使う症例はありま
す。しかし、ロイコトリエン受容体拮
抗薬を第一選択薬として使用する症例
が多く、ガイドラインでも推奨されて
います。その理由のひとつとして、副
作用が少ないことが挙げられます。そ
れを使用しても効果が得られない場合、
すなわち中等症から重症の乳幼児喘息
には、吸入ステロイド薬を併用する場
合が多くなります。
　山内　ちなみに、乳幼児で喘息とい
うのはけっこうあるものなのでしょう
か。
　吉原　年齢的に確定診断が難しい時
期であることは間違いありません。現
在、小児気管支喘息治療・管理ガイド
ライン2017年改訂版を作成中です。そ
の中で乳幼児期の喘息の診断に「診断
的治療」を導入する予定でいます。100
％喘息と診断できるのは６歳以上です。
しかし、６歳以上から喘息治療を始め
ると、どうしてもリモデリングが生じ

ており、難治化してしまう症例が少な
からず存在します。乳幼児期において
は、３回以上繰り返す反復性喘鳴など
を、先ほど述べた「診断的治療」を用
いて、乳幼児喘息と診断し、治療を開
始します。乳幼児喘息の早期診断・早
期介入が喘息の難治化を防ぐというこ
とで重要です。
　山内　あと、併用薬のところですが、
成人では特に汎細気管支炎などで、ク
ラリスロマイシン系統のものがよく併
用されますけれども、乳幼児の場合、
いかがなのでしょう。
　吉原　乳幼児でもマクロライド系の
抗菌薬を使用すると、好中球性炎症に
対して効果を発揮します。クラリスロ
マイシンは、IL-８などのサイトカイ
ンを抑制し、抗気道炎症作用があり、
去痰剤との併用効果が期待できます。
慢性鼻・副鼻腔炎は、マクロライド系
の少量持続療法が推奨されています。
もちろん、マイコプラズマの気管支炎
や肺炎、クラミジア肺炎には、通常の
抗菌作用として効果を示します。
　山内　今出てきた中では、乳幼児と
いうとマイコプラズマがけっこう多い
のかなという気もするのですが、実際、
いかがなのでしょう。
　吉原　昔は学童に多いといわれてい
たのですが、最近は低年齢化してきて
おり、乳幼児でも散見されるようにな
ってきました。
　山内　最後に安全性ですが、この方

汁なのか、わかりにくいような気もし
ますが、いかがでしょうか。
　吉原　おっしゃるとおりで、実は去
痰剤をのませていて効果がないような
症例に鼻汁吸引をしますと、直ちに咳
嗽や喘鳴が消失してしまう、あるいは
軽くなる症例もあります。そのため、
鼻汁吸引は、たいへん効果的な治療法
の一つであると思っています。
　山内　次に薬ですが、種類はかなり
あるのですが、実際、臨床現場でよく
使われているものとなると、どういっ
たものなのでしょう。
　吉原　粘液修復薬といわれています
L-カルボシステインや、気道の潤滑薬
としてのアンブロキソール、その２剤
が小児で多く使われています。
　山内　成人でも最近はそういった薬
剤が中心になっているようですが、や
はり利点が多い薬剤と考えてよろしい
のでしょうか。
　吉原　固い喀痰の喀出や気道の過分
泌、肺の実質病変や、反復性・遷延性
の咳の病態に対しても効果があるとい
うエビデンスが報告されています。
　山内　わりに広くカバーして、実際
上、見ていて効果がありそうだなとい
う感じなわけですね。
　吉原　はい、おっしゃるとおりです。
　山内　乳幼児になりますと、エビデ
ンスを固めるといってもなかなか難し
いのでしょうね。
　吉原　まさにおっしゃるとおりです。

　山内　実際の臨床現場で使われる場
合、乳幼児ですから、年齢によって当
然投与量は変わってくるとみてよろし
いのでしょうか。
　吉原　はい、投与量は、もちろん年
齢や体重により変わります。
　山内　製剤的にも、より小さい製剤
とか、量が少ない製剤、あるいはのみ
やすいといいますか、例えばシロップ
形態のもの、そういったものも必要な
わけですね。
　吉原　そうですね。この２剤に関し
ては、乳幼児でも使用しやすい剤形で
あるシロップ、ドライシロップや細粒
など、種々の剤形の中から選択できる
という利点があります。
　山内　一般的にはどのぐらいの期間
使われるものなのでしょうか。
　吉原　疾患によっても異なります。
急性の呼吸器感染症でしたら通常は 
１～２週間程度です。長引く咳の場合、
慢性鼻・副鼻腔炎、気管支喘息などは、
１カ月から半年ぐらい使う症例もあり
ます。
　山内　併用すべき薬剤という質問が
あるのですが、併用すべき、ないし併
用すると利点があるような薬剤という
とどういったものでしょうか。
　吉原　気管支喘息のような場合には、
病態が気道の粘膜浮腫と痰の増加と平
滑筋の収縮です。痰の増加に対する去
痰剤の治療だけではなかなか痰の排出
が困難ですので、β2刺激薬と併用する
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面の薬剤の副作用を含めて、直近では
フランスのほうで少し騒動もあったよ
うに聞きますが、いかがなものなので
しょうか。
　吉原　実は気管支内の分泌物（痰）
の増加のために、逆に気管支が閉塞し
て入院となった症例が相次いで報告さ
れました。そういったエビデンスが報
告され、フランス保健製品衛生安全庁
は、２歳未満への去痰剤の使用を禁止

としました。その後、他国では同様の
動きは見られていません。私自身は、
そういった症例を経験したことは一度
もありません。
　山内　先生のご経験上からは、大き
なことはないだろうと考えてよろしい
わけですね。
　吉原　そう思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

東京医科歯科大学小児・周産期地域医療学講座教授
土　井　庄三郎

（聞き手　山内俊一）

　小児のQT延長症候群についてご教示ください。
　小学校の学校医をしています。小学４年生の男児で、これまでの小児健診等
で心疾患の指摘はなく、小学１年生時の定期心電図検査上も正常範囲でした。
また、心疾患や突然死の家族歴もありません。今般、サッカーの練習時に気分
が悪くなり、専門医を受診して検査したところ、上記疾患と診断されました。
今後の家庭や学校生活上の管理区分、また学校教員に対する注意事項もご教示
ください。

＜大阪府開業医＞

小児のQT延長症候群

　山内　土井先生、内科サイドからみ
ても、QT延長症候群というのは扱い
に困ることがあるのですが、まず対応
の概要から簡単にご解説願えますか。
　土井　小児でも同様で学校生活の管
理指導は難しいのですが、ここ10～15
年でかなりいろいろなことがわかって
きたように思います。QT延長症候群
は不整脈の中でも致死性不整脈と呼ば
れている病気の１つで、小学生、中学
生、高校生が学校でこの病気により頻
拍発作を起こすと、失神から死に至る
怖い不整脈疾患です。そのため、この
病気の児童や生徒が失神発作を起こす

前に早期発見することが重要です。実
際にわが国では、古くから学校心臓検
診というマス・スクリーニングを行っ
ています。具体的には全国の小学校、
中学校、高校の各１年生の児童・生徒
を対象に、４月末から５月はじめ頃に
心電図検査が行われます。これは日本
独自の検診制度であり、小学生・中学
生では40年ほど前から実施され、欧米
の先進諸国においても類を見ない制度
です。
　QT延長症候群は、学校心臓検診に
よって発見される非常に大切な不整脈
の一つということになります。わたし
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