
　子どもは運動をすることで身体的に
も精神的にも成長しますので、運動を
する機会の少ない成人とは、管理面で
同様には考えられないと思います。子
どもたちの世界では、彼だけなぜ体育
をやってないのかということでいじめ
られることもあります。校外活動など
も含めて皆と一緒に何でもやれること
が、集団生活を送る上では非常に大切
です。このような観点からすると、投
薬を積極的に推奨し運動制限をできる
限り少なくすることが、理想的な管理
指導法ではないかと考えています。
　ただ、スイミングは最も発作を誘発
させる運動といわれていますので、体
育のプールだけは全面的に禁止してい
ます。泳ぎを覚えるために、御両親と
一緒に個人的にプールに行くことはも
ちろん許可しています。
　山内　とりあえず現時点でわかって
いる標準的なものをきちっとやってお

くということが極めて大切ということ
ですね。
　土井　そのとおりです。学校生活に
おける児童の管理をどのように行うか
に関しては、学校生活管理指導表とい
うものがありますので、主治医の先生
に書いていただき、学校に提出しても
らってください。体育はすべて健常児
と同様に行ってよいというE判定、中
等度の運動までしかやれないというD
判定などあります。E判定にはクラブ
活動も含めて可能なE（可）と、クラ
ブ活動は禁止のE（禁）があります。
学校生活管理指導表は一般的に学校に
用紙がありますし、もし無い場合には
ネットからダウンロードできます。学
校に提出された指導表に基づいて、学
校生活を管理指導するようにお願いし
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学小児科学講座准教授
工　藤　孝　広

（聞き手　池脇克則）

　乳幼児の胃腸症状（下痢、便秘）に対する治療、指導の最近の方針、特に食
事療法についてご教示ください。

＜埼玉県開業医＞

小児の胃腸症状

　池脇　乳幼児の胃腸症状に対しての
質問をいただきました。下痢を起こす
疾患と便秘を起こす疾患で、臨床実地
の先生が一番お困りなのは、急性胃腸
炎のような下痢の胃腸症状でしょう。
まず下痢ということで話を進めたいの
ですが、乳幼児で病院に来るとなると、
こういった胃腸症、下痢が最も多い疾
患の一つなのでしょうか。
　工藤　例えば、私が勤めている大学
病院もそうですし、いわゆる開業医、
クリニックさんでもそうだと思うので
すが、いわゆる感冒、咳・鼻症状と並
ぶぐらい数の多い疾患が感染性胃腸炎
ではないかと思います。
　池脇　下痢をどのように考えたらい
いのでしょうか。疾患から下痢になる
のですが、経過からすると感染性胃腸
炎のような急性的なもの、あるいは慢

性的なもの、そういう考え方でよいの
でしょうか。
　工藤　いわゆる感染性胃腸炎は一般
的に急性の下痢と考えられます。急性
と慢性の区別は、明確な部分がないこ
とはないのですが、世界的にいわれて
いるのは、２週間以上、下痢症状を認
めた場合は慢性という。それに対する
検査や治療を考えたほうがいいだろう
といわれています。ですので、一般的
な感染性胃腸炎であれば１週間ぐらい
で症状がよくなるかなと思います。仮
に２週間以上続いている場合は精密検
査が必要と考えますので、検査できる
ような病院に紹介いただいたりする必
要性があるかと思います。
　池脇　感染性胃腸炎は急性の下痢症
ということで来られるとして、感染で
すから、ウイルスと細菌とありますが、
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脱水に関していうと、経口補水療法が
近年ではすごく推奨されています。世
界的にもそうですし、去年出された 
「小児急性胃腸炎診療ガイドライン」
の中でも、経口補水療法をかなり推奨
している状態です。
　池脇　補給するものは単なる水では
なくて、ある程度電解質を含むものに
なりますね。
　工藤　電解質と糖分です。糖分も少
し入ったようなかたちの液体がいいと
いわれています。
　池脇　例えば、ポカリスエットです
とか、あるいは最近、OS-1でしたか、
そのあたりの違いがあると聞きました
けれども。
　工藤　ポカリスエットとか、以前か
らあるような飲料に関してはナトリウ
ム濃度が低いといわれています。糖類
の濃度がちょっと高めで、ナトリウム
が低い。世界的にも、日本のガイドラ
インでも、ナトリウム濃度はそれなり
に高い濃度でないとナトリウムが維持
できないといわれていますので、それ
に適合しているものとしては、OS-1
が一番いいだろうといわれています。
私どもも感染性胃腸炎に罹患した場合
にはOS-1を勧めている状態です。
　池脇　OS-1だけではないにしても、
そういったある程度の電解質濃度を有
しているようなものがあって、それを
飲ませるというところなのでしょうが、
どのようにして飲ませるのでしょう。

　工藤　嘔吐しているような状態の場
合は、例えば５㏄、10㏄ぐらいを１回
量として、それを５分、10分なりの間
隔で、小まめに飲ませてあげることに
よって、胃の負担が減ると思います。
少量の水分を頻回に飲ませてあげるこ
とをします。
　だいたい半日から１日ぐらいで嘔吐
の時間は過ぎて、その後、下痢になっ
ていくパターンが多いかと思います。
下痢になってしまった場合に関しては、
そこまで１回量を少なくと気にしなく
てもよく、水分を多めに取っていただ
く。下痢で出ていく分の水分を補充す
るイメージで飲んでいただけるといい
かと思います。
　池脇　病初期の嘔吐の時期に、少量
とはいえ、赤ちゃんも含めて小さな子
どもに飲ませるのはたいへんそうなの
ですが、どうなのでしょうか。
　工藤　なかなか飲めないから結局点
滴になってしまったりすることもあり
ますが、点滴のリスクもないわけでは
ないのと、もちろん痛いので、点滴を
回避するという意味では経口補水療法
はすごく大事なことではないでしょう
か。家庭でもできるので、大事ではな
いかと思います。
　池脇　それで病初期の数日を乗り切
った後は、多少今度は実のあるものを、
ということになりますが、そのあたり
はどうなのでしょう。
　工藤　最近のガイドラインでは、乳

子どもの場合はどちらが多いのでしょ
う。
　工藤　ウイルス性が圧倒的に多いと
思います。細菌性でいうと、O157やサ
ルモネラがありますが、圧倒的に数と
して多いのはウイルス性、中でもノロ
ウイルスが今は大半を占めていると思
います。
　池脇　メディアでも取り上げられて
いますが、だいぶ感染性が強いのです
か。
　工藤　感染性が強いということと、
あとウイルスがどこか、机なり、椅子
なりについた後に、消えにくい、消え
るまで時間がかかるといわれています。
いわゆる消滅というか、それまでに時
間がかかるといわれているので、それ
で感染力が長いというか感染性が強い。
あとは感染するまで、症状が出るまで
の個数がかなり少なくても、症状が出
てしまうといわれています。
　池脇　ノロウイルスは本当に少ない
菌数で症状を起こすし、なかなか死滅
しないという意味では厄介なウイルス
性の感染性胃腸炎ですね。それ以外に
代表的なウイルスというと何になるの
でしょうか。
　工藤　ウイルスでいうとロタウイル
ス、アデノウイルス、サポウイルスな
どがあります。
　池脇　これらも冬場が多いのでしょ
うか。
　工藤　以前は冬場が多いといわれて

いましたが、今は夏、春でも時々見ら
れることがあります。全体的に通年性
に近くなってきているのかなと。いつ
でも起こる可能性はあると考えていた
だいたほうがいいと思います。
　池脇　そういった急性の下痢症でウ
イルス性の感染性胃腸炎が疑われると
きには、例えばインフルエンザの場合
のような迅速検査法があると聞いてい
ますが。
　工藤　ノロウイルス、ロタウイルス、
アデノウイルスに関しては迅速検査法
があります。
　池脇　疑えば、その場で検査できる。
　工藤　検査して診断もできるのです
が、どのウイルスであっても感染性胃
腸炎は対処法、治療法に大きな変わり
はないのです。つまり、どのウイルス
かを特定をする意味が、どこまである
のかとなってきます。ですので、最近
の傾向としてはあまり迅速検査はせず
に、「感染性胃腸炎ですね、ではこの
対処をしましょうね」と治療と指導を
していくというかたちになります。
　池脇　質問の治療というのは、イン
フルエンザのような治療薬があるわけ
でもないので、基本的には対症療法と
いう中で、治療の中に何か食事以外の
ものはあるのでしょうか。
　工藤　感染性胃腸炎では脱水が合併
症として多く見られることがあります。
もちろん、下痢だけではなくて、嘔吐
という症状もあるからこそなのですが、
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脱水に関していうと、経口補水療法が
近年ではすごく推奨されています。世
界的にもそうですし、去年出された 
「小児急性胃腸炎診療ガイドライン」
の中でも、経口補水療法をかなり推奨
している状態です。
　池脇　補給するものは単なる水では
なくて、ある程度電解質を含むものに
なりますね。
　工藤　電解質と糖分です。糖分も少
し入ったようなかたちの液体がいいと
いわれています。
　池脇　例えば、ポカリスエットです
とか、あるいは最近、OS-1でしたか、
そのあたりの違いがあると聞きました
けれども。
　工藤　ポカリスエットとか、以前か
らあるような飲料に関してはナトリウ
ム濃度が低いといわれています。糖類
の濃度がちょっと高めで、ナトリウム
が低い。世界的にも、日本のガイドラ
インでも、ナトリウム濃度はそれなり
に高い濃度でないとナトリウムが維持
できないといわれていますので、それ
に適合しているものとしては、OS-1
が一番いいだろうといわれています。
私どもも感染性胃腸炎に罹患した場合
にはOS-1を勧めている状態です。
　池脇　OS-1だけではないにしても、
そういったある程度の電解質濃度を有
しているようなものがあって、それを
飲ませるというところなのでしょうが、
どのようにして飲ませるのでしょう。

　工藤　嘔吐しているような状態の場
合は、例えば５㏄、10㏄ぐらいを１回
量として、それを５分、10分なりの間
隔で、小まめに飲ませてあげることに
よって、胃の負担が減ると思います。
少量の水分を頻回に飲ませてあげるこ
とをします。
　だいたい半日から１日ぐらいで嘔吐
の時間は過ぎて、その後、下痢になっ
ていくパターンが多いかと思います。
下痢になってしまった場合に関しては、
そこまで１回量を少なくと気にしなく
てもよく、水分を多めに取っていただ
く。下痢で出ていく分の水分を補充す
るイメージで飲んでいただけるといい
かと思います。
　池脇　病初期の嘔吐の時期に、少量
とはいえ、赤ちゃんも含めて小さな子
どもに飲ませるのはたいへんそうなの
ですが、どうなのでしょうか。
　工藤　なかなか飲めないから結局点
滴になってしまったりすることもあり
ますが、点滴のリスクもないわけでは
ないのと、もちろん痛いので、点滴を
回避するという意味では経口補水療法
はすごく大事なことではないでしょう
か。家庭でもできるので、大事ではな
いかと思います。
　池脇　それで病初期の数日を乗り切
った後は、多少今度は実のあるものを、
ということになりますが、そのあたり
はどうなのでしょう。
　工藤　最近のガイドラインでは、乳

子どもの場合はどちらが多いのでしょ
う。
　工藤　ウイルス性が圧倒的に多いと
思います。細菌性でいうと、O157やサ
ルモネラがありますが、圧倒的に数と
して多いのはウイルス性、中でもノロ
ウイルスが今は大半を占めていると思
います。
　池脇　メディアでも取り上げられて
いますが、だいぶ感染性が強いのです
か。
　工藤　感染性が強いということと、
あとウイルスがどこか、机なり、椅子
なりについた後に、消えにくい、消え
るまで時間がかかるといわれています。
いわゆる消滅というか、それまでに時
間がかかるといわれているので、それ
で感染力が長いというか感染性が強い。
あとは感染するまで、症状が出るまで
の個数がかなり少なくても、症状が出
てしまうといわれています。
　池脇　ノロウイルスは本当に少ない
菌数で症状を起こすし、なかなか死滅
しないという意味では厄介なウイルス
性の感染性胃腸炎ですね。それ以外に
代表的なウイルスというと何になるの
でしょうか。
　工藤　ウイルスでいうとロタウイル
ス、アデノウイルス、サポウイルスな
どがあります。
　池脇　これらも冬場が多いのでしょ
うか。
　工藤　以前は冬場が多いといわれて

いましたが、今は夏、春でも時々見ら
れることがあります。全体的に通年性
に近くなってきているのかなと。いつ
でも起こる可能性はあると考えていた
だいたほうがいいと思います。
　池脇　そういった急性の下痢症でウ
イルス性の感染性胃腸炎が疑われると
きには、例えばインフルエンザの場合
のような迅速検査法があると聞いてい
ますが。
　工藤　ノロウイルス、ロタウイルス、
アデノウイルスに関しては迅速検査法
があります。
　池脇　疑えば、その場で検査できる。
　工藤　検査して診断もできるのです
が、どのウイルスであっても感染性胃
腸炎は対処法、治療法に大きな変わり
はないのです。つまり、どのウイルス
かを特定をする意味が、どこまである
のかとなってきます。ですので、最近
の傾向としてはあまり迅速検査はせず
に、「感染性胃腸炎ですね、ではこの
対処をしましょうね」と治療と指導を
していくというかたちになります。
　池脇　質問の治療というのは、イン
フルエンザのような治療薬があるわけ
でもないので、基本的には対症療法と
いう中で、治療の中に何か食事以外の
ものはあるのでしょうか。
　工藤　感染性胃腸炎では脱水が合併
症として多く見られることがあります。
もちろん、下痢だけではなくて、嘔吐
という症状もあるからこそなのですが、

ドクターサロン61巻11月号（10 . 2017） （847）  4746 （846） ドクターサロン61巻11月号（10 . 2017）

1711本文.indd   47 2017/10/13   13:11



児期ではミルクとか母乳ですが、ミル
クを薄めてということが以前はいわれ
てはいました。しかし、最近はあまり
しなくてもいいだろうといわれていま
す。というのも、ミルク自体は消化の
いいものですので、それをあえて薄め
なくてもということです。よほどひど
い下痢が頻回になっていて、水分が実
際足りないという状況であれば、薄め
たりということをしてもいいだろうと
いわれていますが、そんなに多くない
下痢の数であれば、薄めなくても、通
常濃度でいいといわれています。
　池脇　あまりにも素人っぽい質問か
もしれませんけれども、おかゆや野菜
スープ、うどん、そういうものでもよ
いのでしょうか。
　工藤　いいと思います。例えば、脂
っこいもの、辛いものに関してはもち
ろん控えていただいて、消化のいいも
のを。メインとしては、蛋白質よりは
炭水化物というかたちになると思いま
すが、そこから始めるといいと思いま
す。
　ただ、最近ではおかゆとごはん、ど
ちらも下痢が治る速度に関してはあま
り変わりないといわれていますので、

あえておかゆでなくても、通常のごは
んを少しずつ食べることで、胃の中で
おかゆになってくれるというイメージ
でいいかと思います。
　池脇　最後に、乳幼児で便秘はそん
なに多いのかと思うのですが、中には
ひどい便秘というのもあるのでしょう
か。
　工藤　実際、便秘の子を見る機会が
私は多いのですけれども、便秘はその
うち治るといわれて、何となく経過観
察をしていて、それでも続いてしまう
ような慢性の便秘の子は中にいます。
うんちすること自体が痛いとお子さん
が思ってしまうと、絶対しない、我慢
するという悪循環になってしまうこと
が多いのです。成人は、それでも出さ
なければと思ってくれますが、乳幼児
はなかなかそうはいきません。そうい
う意味では便秘はどうしても悪循環に
ならざるを得ない状況が出てきますの
で、そこに関してはしっかりと対応す
る必要があるかと思います。２～３カ
月、便秘の状態が続くようであれば、
適切な医療機関にご紹介いただくのが
いいのかなと思います。
　池脇　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅴ）

東京大学小児科准教授
滝　田　順　子

（聞き手　齊藤郁夫）

小児がん・AYA世代がんの現状

　齊藤　小児がん、それからAYA（あ
や）世代というのでしょうか、そうい
った人たちのがんについてうかがいま
す。
　AYAとは、どういった世代になる
のでしょうか。
　滝田　AYA世代とは、15～30歳程度
の思春期、若年成人を指します。Ado-
lescence and young adultの略で、AYA
世代と呼んでいます。
　齊藤　この人たちは、小児でもない
し、成人あるいは高齢者でもない、す
き間世代ということですね。
　滝田　はい。
　齊藤　どういった特徴がありますか。
　滝田　AYA世代に発生するがんは、
成人がんと比較するとまれですが、わ
が国におけるこの世代の主要な死亡原
因となっています。また、15歳未満の
小児期に発生するがんより、予後不良
のものが多いといわれています。
　AYA世代に発症するがんは、小児
科と内科の両者の間に位置するために、
いずれの分野でも中心的に扱われてき

ませんでした。臨床試験の登録率も低
く、症例集積困難であることから、生
物学的特性の解明は依然として不十分
であり、治療成績の改善も乏しいのが
現状です。AYA世代のがんでは希少
肉腫が多く、有効な薬剤が少ないこと
や、不妊や二次がんなどの治療による
晩期障害も深刻な問題になっています。
　また、この世代は思春期という多感
な時期であると同時に、就学、就職、
結婚および出産など、人生のイベント
と重なる時期でもあるので、世代特有
の社会的あるいは心理的問題に対する
対応が重要と考えられます。
　齊藤　AYA世代の人のがんの頻度
など、どのようなものがあるのでしょ
うか。
　滝田　わが国におけるAYA世代の
がん患者さんの発生率は年間約5,000人
といわれています。この世代の全人口
が約2,000万人とすると、頻度としては
4,000人に１人と、非常にまれな数字に
なっています。にもかかわらず、人口
動態統計では悪性腫瘍がこの世代の死
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