
　池田　まず酒さというのはどんなも
のでしょうか。
　林　酒さは、赤ら顔のイメージが知
られていますが、実際には、いわゆる
赤ら顔に当たる紅斑性酒さ、ニキビに
よく似た酒さ性痤瘡、さらに鼻が赤く
大きくなってくる鼻瘤があり、それと
は別に、顔が赤くなって、ニキビ様の
発疹が出ると同時に、目にも結膜炎の
ような症状が出るタイプがあり、合計
４つのタイプに分かれます。
　池田　意外とたくさん病型があるの
ですけれども、特に鼻瘤はどんな症状
になるのでしょうか。
　林　最初は鼻が赤くなったり、鼻に
ニキビ様の発疹が出てくる症状から始

まるのですが、長く続いてくると、鼻
の部分が盛り上がってきて、団子っ鼻
のようなかたちになってきます。ご本
人にとっては、非常に苦痛なことなの
で、できるだけ早く治療しないといけ
ません。
　池田　その年月といいますか、そう
いう団子っ鼻が大きくなるというのは、
長い年月がかかるものなのでしょうか。
　林　年単位です。数年、あるいは10
年とか20年とか、そのぐらいの期間を
かけて大きくなってくる方が多いよう
です。
　池田　４つ病型があるということで
すけれども、これはお互いに移行した
りとかはあるのでしょうか。

　林　ある程度はあると思います。紅
斑性酒さと酒さ性痤瘡には移行があり
ます。鼻瘤に関しても、少し頰の赤み
を伴うことはありますが、必ずしもそ
れぞれが順番に移っていくわけではあ
りません。
　池田　多少の移ろいはあるけれども、
だいたい同じような症状で動いていく
のですね。
　林　そうですね。
　池田　原因はわかっているのでしょ
うか。
　林　明確にはわかっていません。い
ろいろな説があります。脂漏部位にで
きますので、ニキビ菌が関係している
のではないかといわれていますけれど
も、必ずしも明確になっているわけで
はないのが今の現状です。
　池田　先ほど一部赤ら顔になって、
それからニキビ様になるとのことです
けれども、ニキビ菌以外で、何かほか
に候補の菌はあるのでしょうか。
　林　毛包虫という毛穴にすんでいる
ダニの一種が一つの原因と考えている
先生もいらっしゃいます。
　池田　毛包虫というのはどのような
ものなのでしょうか。
　林　毛包虫はニキビダニとも呼ばれ
ています。もともと皮膚に常在してい
るものなので、どなたの皮膚でも探せ
ば少しは見つかるのですが、数が増え
てくると炎症を起こして、ニキビ様の
発疹を起こしたり、酒さの原因になっ

たりすると考えられています。
　池田　ダニがすんでいるというのは
ちょっとショックですね。
　林　これはニキビ菌と同様に必ずど
なたにもあるものですのでご安心くだ
さい。
　池田　あまり過剰に心配する必要は
ないのですね。
　林　全くないと思います。
　池田　名前が酒さというので、お酒
等を飲んでなると考えられがちなので
すけれども、常在菌のニキビ菌などが
いて、それにプラスアルファで何か刺
激になるようなもの、悪化因子はある
のでしょうか。
　林　今お話に出たお酒、アルコール
というのは一つの悪化因子になります。
お酒を飲むと、どうしても血流がよく
なって、赤みが強く出る。特に紅斑性
の酒さなどは少し悪くなることが知ら
れています。それ以外にも、寒いとこ
ろから急に暖かいところへ、あるいは
暖かいところから急に寒いところへと、
急激な温度変化などでも顔の赤みが強
くなります。また、日に強く当たるこ
とも悪化因子になって、日焼けしたあ
とには鼻が特に赤くなるとか、頰が赤
くなる方がいます。香辛料などでも、
血行がよくなるために、摂取して症状
が悪くなる方もいらっしゃいます。
　池田　基本的にはそういった血管が
開くとか、炎症を起こしやすい状態に
あるので、そういったもので増強され
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　池田　まず酒さというのはどんなも
のでしょうか。
　林　酒さは、赤ら顔のイメージが知
られていますが、実際には、いわゆる
赤ら顔に当たる紅斑性酒さ、ニキビに
よく似た酒さ性痤瘡、さらに鼻が赤く
大きくなってくる鼻瘤があり、それと
は別に、顔が赤くなって、ニキビ様の
発疹が出ると同時に、目にも結膜炎の
ような症状が出るタイプがあり、合計
４つのタイプに分かれます。
　池田　意外とたくさん病型があるの
ですけれども、特に鼻瘤はどんな症状
になるのでしょうか。
　林　最初は鼻が赤くなったり、鼻に
ニキビ様の発疹が出てくる症状から始

まるのですが、長く続いてくると、鼻
の部分が盛り上がってきて、団子っ鼻
のようなかたちになってきます。ご本
人にとっては、非常に苦痛なことなの
で、できるだけ早く治療しないといけ
ません。
　池田　その年月といいますか、そう
いう団子っ鼻が大きくなるというのは、
長い年月がかかるものなのでしょうか。
　林　年単位です。数年、あるいは10
年とか20年とか、そのぐらいの期間を
かけて大きくなってくる方が多いよう
です。
　池田　４つ病型があるということで
すけれども、これはお互いに移行した
りとかはあるのでしょうか。

　林　ある程度はあると思います。紅
斑性酒さと酒さ性痤瘡には移行があり
ます。鼻瘤に関しても、少し頰の赤み
を伴うことはありますが、必ずしもそ
れぞれが順番に移っていくわけではあ
りません。
　池田　多少の移ろいはあるけれども、
だいたい同じような症状で動いていく
のですね。
　林　そうですね。
　池田　原因はわかっているのでしょ
うか。
　林　明確にはわかっていません。い
ろいろな説があります。脂漏部位にで
きますので、ニキビ菌が関係している
のではないかといわれていますけれど
も、必ずしも明確になっているわけで
はないのが今の現状です。
　池田　先ほど一部赤ら顔になって、
それからニキビ様になるとのことです
けれども、ニキビ菌以外で、何かほか
に候補の菌はあるのでしょうか。
　林　毛包虫という毛穴にすんでいる
ダニの一種が一つの原因と考えている
先生もいらっしゃいます。
　池田　毛包虫というのはどのような
ものなのでしょうか。
　林　毛包虫はニキビダニとも呼ばれ
ています。もともと皮膚に常在してい
るものなので、どなたの皮膚でも探せ
ば少しは見つかるのですが、数が増え
てくると炎症を起こして、ニキビ様の
発疹を起こしたり、酒さの原因になっ

たりすると考えられています。
　池田　ダニがすんでいるというのは
ちょっとショックですね。
　林　これはニキビ菌と同様に必ずど
なたにもあるものですのでご安心くだ
さい。
　池田　あまり過剰に心配する必要は
ないのですね。
　林　全くないと思います。
　池田　名前が酒さというので、お酒
等を飲んでなると考えられがちなので
すけれども、常在菌のニキビ菌などが
いて、それにプラスアルファで何か刺
激になるようなもの、悪化因子はある
のでしょうか。
　林　今お話に出たお酒、アルコール
というのは一つの悪化因子になります。
お酒を飲むと、どうしても血流がよく
なって、赤みが強く出る。特に紅斑性
の酒さなどは少し悪くなることが知ら
れています。それ以外にも、寒いとこ
ろから急に暖かいところへ、あるいは
暖かいところから急に寒いところへと、
急激な温度変化などでも顔の赤みが強
くなります。また、日に強く当たるこ
とも悪化因子になって、日焼けしたあ
とには鼻が特に赤くなるとか、頰が赤
くなる方がいます。香辛料などでも、
血行がよくなるために、摂取して症状
が悪くなる方もいらっしゃいます。
　池田　基本的にはそういった血管が
開くとか、炎症を起こしやすい状態に
あるので、そういったもので増強され
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とロコイド軟膏を投与しましたが、１週間後も回復せず近くの病院の皮膚科に
紹介しました。その診断で「酒

しゅ

さ」との病名でした。私は、この病名からアル
コールによるものと早合点していました。「酒さ」の原因、本態、治療法等など、
初歩的なところからご教示ください。
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るのですね。
　林　おっしゃるとおりです。
　池田　原因がニキビダニとかニキビ
菌とかですので、治療は抗菌剤が中心
になるのでしょうか。
　林　症状によって違ってきますけれ
ども、どの症状でもテトラサイクリン
系やマクロライド系の抗菌剤をのむと
症状は改善します。一つ問題になるの
は、いつまで続けるかです。
　目に症状が出るタイプは、変化が可
逆性の間はいいのですが、不可逆にな
ると視力に影響しますので、アメリカ
のガイドラインなどでは長く少量の抗
菌剤をのむことが勧められています。
ただ、日本人では目に症状が出るタイ
プは非常にまれですので、めったに見
ることはありません。
　酒さ性痤瘡の方に関しては、炎症性
の丘疹だとか膿疱がなくなってくれば、
いったんやめて、外用剤でコントロー
ルしていくかたちになります。
　鼻瘤の方の場合は、症状に応じてで
すけれども、炎症のある方は薬をのみ
続けないと鼻が大きくなってくること
がありますので、長くのんでいただく
ことになります。
　紅斑性酒さ、赤ら顔に関しては、抗
菌剤をのんでもそれほど効果はないの
で、通常は内服しないで、外用剤で様
子を見るのが一般的です。
　池田　外用としてはどのようなもの
が使われるのでしょうか。

　林　今私がよく使っているのはアゼ
ライン酸という成分の入った化粧品で
す。日本ではアゼライン酸は医薬品と
して認可されていませんので、適切な
ものがありません。アゼライン酸含有
化粧品を毎日使っていただくことで、
ある程度予防できます。ただ、補助的
な治療ですので、症状が強い場合には
抗菌剤の内服が必要になります。
　それ以外のものとしては、メトロニ
ダゾールの外用剤があります。これも
日本では今のところまだ使えませんの
で、院内製剤というかたちで、院内で
つくっているものを使って治療してい
ます。
　池田　目の炎症が続くと、目にどの
ような症状が残ることがあるのでしょ
うか。
　林　角膜などに恒久的に変化が残っ
てしまうといわれています。しかし、
実際に我々がみることはまずないと思
います。欧米でも比較的まれな症状と
いわれています。私は２人ほど眼症状
のある酒さの方をみたことがあります。
しかし非常にまれで、眼科の先生方も
アレルギー性の結膜炎との区別に困る
ことが多いのが現状です。実際に抗菌
剤をのむと症状が改善するので、それ
で結果的にある程度診断ができます。
　池田　もう一つ、鼻瘤のタイプです
が、ある程度病気が進行してきて鼻が
大きくなったということで、何か外科
的な手術は行われるのでしょうか。

　林　私どもで行うとすれば、炭酸ガ
スレーザーというレーザーで、これは
レーザーメスのようなものですけれど
も、それで盛り上がっているところを
削り取って、自然に上皮化させて盛り
上がりをなくします。それ以外にも、
シュロイス（schreus）といって、皮
膚を削るような道具で盛り上がってい
るところを削る方法もあります。
　池田　４つの病型があって、それを
それぞれ診断するのですけれども、診
断と鑑別診断についてお聞きしてよい
でしょうか。
　林　紅斑性の酒さの場合には、普通
のリンゴのほっぺというのですか、正
常と異常の区別はちょっとつきにくい
ことがあります。その場合には、かゆ
みがあるとか、赤みが非常に強い症状
から診断をしていくことになると思い
ます。酒さ性痤瘡の場合にはニキビと
の鑑別が一つ問題になります。また、
酒さ様皮膚炎という症状があるのです
けれども、それとも鑑別になります。
　まずニキビとの鑑別の方法ですが、
ニキビは毛穴が詰まって、皮脂が毛穴
の中にたまって、それから炎症が起き
てきます。ですから、必ず炎症が起き
る前のニキビ、面皰と呼ばれる症状が
あります。それがあるかないかが一つ
の鑑別です。また、酒さの場合にはベ
ースに赤みや毛細血管の拡張などがあ
ります。ニキビの場合には通常はそう
いう症状がないので、ニキビとは臨床

的に区別ができます。
　酒さ様皮膚炎に関しては、これはス
テロイドを使っていて、その後、出て
くることが多いので、事前にステロイ
ドを使ったことがあるかどうかを患者
さんに聞いていただけると鑑別になり
ます。ステロイドだけではなくて、タ
クロリムス軟膏でも同じような症状が
起きますので、注意が必要です。
　池田　質問に、アレグラ２Tを１週
間とロコイド軟膏を処方して１週間後
も回復せず、近くの皮膚科で酒さと診
断された。これは単純に酒さという可
能性と、酒さ様皮膚炎と、両方の可能
性があるのでしょうか。
　林　両方の可能性があると思います。
もともとあった湿疹も酒さだった可能
性はあると思います。酒さ様皮膚炎で
は、ステロイドで改善がなく、症状が
続きます。ステロイドの外用をやめた
ことで急に悪くなった場合には酒さ様
皮膚炎という診断をするべきだろうと
思います。症状が変わらず、それがず
っと続いているのであれば、酒さ様皮
膚炎というよりは、もともとの酒さの
症状が出ていると判断します。
　ただ、酒さ様皮膚炎の場合も、酒さ
の場合も、第一選択の治療法は抗菌剤
の内服です。ミノサイクリン、あるい
はドキシサイクリンの内服をしていた
だいて経過を見るというのがいい方法
だと思います。
　池田　それによって、ある程度、酒
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るのですね。
　林　おっしゃるとおりです。
　池田　原因がニキビダニとかニキビ
菌とかですので、治療は抗菌剤が中心
になるのでしょうか。
　林　症状によって違ってきますけれ
ども、どの症状でもテトラサイクリン
系やマクロライド系の抗菌剤をのむと
症状は改善します。一つ問題になるの
は、いつまで続けるかです。
　目に症状が出るタイプは、変化が可
逆性の間はいいのですが、不可逆にな
ると視力に影響しますので、アメリカ
のガイドラインなどでは長く少量の抗
菌剤をのむことが勧められています。
ただ、日本人では目に症状が出るタイ
プは非常にまれですので、めったに見
ることはありません。
　酒さ性痤瘡の方に関しては、炎症性
の丘疹だとか膿疱がなくなってくれば、
いったんやめて、外用剤でコントロー
ルしていくかたちになります。
　鼻瘤の方の場合は、症状に応じてで
すけれども、炎症のある方は薬をのみ
続けないと鼻が大きくなってくること
がありますので、長くのんでいただく
ことになります。
　紅斑性酒さ、赤ら顔に関しては、抗
菌剤をのんでもそれほど効果はないの
で、通常は内服しないで、外用剤で様
子を見るのが一般的です。
　池田　外用としてはどのようなもの
が使われるのでしょうか。

　林　今私がよく使っているのはアゼ
ライン酸という成分の入った化粧品で
す。日本ではアゼライン酸は医薬品と
して認可されていませんので、適切な
ものがありません。アゼライン酸含有
化粧品を毎日使っていただくことで、
ある程度予防できます。ただ、補助的
な治療ですので、症状が強い場合には
抗菌剤の内服が必要になります。
　それ以外のものとしては、メトロニ
ダゾールの外用剤があります。これも
日本では今のところまだ使えませんの
で、院内製剤というかたちで、院内で
つくっているものを使って治療してい
ます。
　池田　目の炎症が続くと、目にどの
ような症状が残ることがあるのでしょ
うか。
　林　角膜などに恒久的に変化が残っ
てしまうといわれています。しかし、
実際に我々がみることはまずないと思
います。欧米でも比較的まれな症状と
いわれています。私は２人ほど眼症状
のある酒さの方をみたことがあります。
しかし非常にまれで、眼科の先生方も
アレルギー性の結膜炎との区別に困る
ことが多いのが現状です。実際に抗菌
剤をのむと症状が改善するので、それ
で結果的にある程度診断ができます。
　池田　もう一つ、鼻瘤のタイプです
が、ある程度病気が進行してきて鼻が
大きくなったということで、何か外科
的な手術は行われるのでしょうか。

　林　私どもで行うとすれば、炭酸ガ
スレーザーというレーザーで、これは
レーザーメスのようなものですけれど
も、それで盛り上がっているところを
削り取って、自然に上皮化させて盛り
上がりをなくします。それ以外にも、
シュロイス（schreus）といって、皮
膚を削るような道具で盛り上がってい
るところを削る方法もあります。
　池田　４つの病型があって、それを
それぞれ診断するのですけれども、診
断と鑑別診断についてお聞きしてよい
でしょうか。
　林　紅斑性の酒さの場合には、普通
のリンゴのほっぺというのですか、正
常と異常の区別はちょっとつきにくい
ことがあります。その場合には、かゆ
みがあるとか、赤みが非常に強い症状
から診断をしていくことになると思い
ます。酒さ性痤瘡の場合にはニキビと
の鑑別が一つ問題になります。また、
酒さ様皮膚炎という症状があるのです
けれども、それとも鑑別になります。
　まずニキビとの鑑別の方法ですが、
ニキビは毛穴が詰まって、皮脂が毛穴
の中にたまって、それから炎症が起き
てきます。ですから、必ず炎症が起き
る前のニキビ、面皰と呼ばれる症状が
あります。それがあるかないかが一つ
の鑑別です。また、酒さの場合にはベ
ースに赤みや毛細血管の拡張などがあ
ります。ニキビの場合には通常はそう
いう症状がないので、ニキビとは臨床

的に区別ができます。
　酒さ様皮膚炎に関しては、これはス
テロイドを使っていて、その後、出て
くることが多いので、事前にステロイ
ドを使ったことがあるかどうかを患者
さんに聞いていただけると鑑別になり
ます。ステロイドだけではなくて、タ
クロリムス軟膏でも同じような症状が
起きますので、注意が必要です。
　池田　質問に、アレグラ２Tを１週
間とロコイド軟膏を処方して１週間後
も回復せず、近くの皮膚科で酒さと診
断された。これは単純に酒さという可
能性と、酒さ様皮膚炎と、両方の可能
性があるのでしょうか。
　林　両方の可能性があると思います。
もともとあった湿疹も酒さだった可能
性はあると思います。酒さ様皮膚炎で
は、ステロイドで改善がなく、症状が
続きます。ステロイドの外用をやめた
ことで急に悪くなった場合には酒さ様
皮膚炎という診断をするべきだろうと
思います。症状が変わらず、それがず
っと続いているのであれば、酒さ様皮
膚炎というよりは、もともとの酒さの
症状が出ていると判断します。
　ただ、酒さ様皮膚炎の場合も、酒さ
の場合も、第一選択の治療法は抗菌剤
の内服です。ミノサイクリン、あるい
はドキシサイクリンの内服をしていた
だいて経過を見るというのがいい方法
だと思います。
　池田　それによって、ある程度、酒
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さなのか、酒さ様皮膚炎なのか、これ
を判定することは可能なのでしょうか。
　林　酒さ様皮膚炎の場合には１～２
カ月経過すれば完全によくなります。

酒さの場合には、抗菌剤をやめること
でまた出てくることもありますので、
ある程度の区別はつきます。
　池田　ありがとうございました。

　池田　成相先生、乳幼児のRSウイ
ルス感染症について、まずRSウイル
ス感染症とはどんなものなのでしょう
か。
　成相　RSウイルスは、秋、冬、春
の呼吸器ウイルスで、乳幼児にとって
重要なウイルスになっています。２歳
までに100％感染するといわれていま
す。「普通感冒」、いわゆる風邪という
病型のみならず、１歳までに初めて呼
気性喘鳴を認めた場合には細気管支炎
という病名をつけますが、細気管支炎
の８割はRSウイルスが原因といわれ
ています。２歳未満のRSウイルス感
染症の約1/3は細気管支炎に至り、そ
の中で入院する率も少なくありません。
RSウイルスは、乳幼児、特に１歳未
満の乳児にとって、とても大きなイン

パクトのある呼吸器ウイルスとなって
います。
　池田　まず上気道感染を起こして、
それから何日かたって下気道感染にな
るのですけれども、そういったお子さ
んの割合は、どのぐらいなのでしょう
か。
　成相　先ほども少し触れましたが、
一般的には６～７割のお子さんはいわ
ゆる普通感冒です。その病型も、だい
たい３日ぐらいは熱が出て、熱が下が
ると、鼻水、咳がちょっと多くなりま
すが、10 day markといって、第９病
日までには気道症状は消失するといわ
れています（図１）。ところが、RSウ
イルスは熱が下がる第３～４病日から
呼吸が苦しくなって、ゼイゼイいう、
呼吸が速い、胸もペコペコする。その

乳幼児のRSウイルス感染症

横浜南共済病院小児科部長
成　相　昭　吉

（聞き手　池田志斈）

　乳幼児のRSウイルス感染症について最近の知見をご教示ください。
　１．診断と治療法
　２．抗体製剤による予防法の適応と実施方法

＜埼玉県開業医＞
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