
に基本的には認可されているわけです
けれども、その薬が発達障害のイライ
ラとか情緒不安定にも効くし、チック
症にもいいとされていることがしばし
ばあるのです。
　ただ、その中で正式に認可されてい
るのは商品名オーラップ、一般名はピ
モジドというもので、これは何十年か
前に認可されている薬ですが、その後、
全然こういう薬が認可されていないの
です。今、抗精神病薬ではアメリカの
FDAで自閉症のイライラに対して正
式に認可されている薬でリスペリドン
とアリピプラゾールがあるので、こう
いうものを日本でもきちんと使えるよ
うにしなくてはと治験が進んでいると
聞いていますが、詳しくはわかりませ
ん。
　池脇　抗てんかん薬のバルプロ酸が
使われているという話を聞いたことが
あるのですけれども、どうでしょうか。
　金生　バルプロ酸というのは、mood 
stabilizer（ムードスタビライザー）と
いうか、気分安定薬として、躁うつの
薬でもあるのですが、イライラする衝
動を抑えるのによいのです。例えば
ADHDにしても、自閉症にしても、イ

ライラが強かったときに、抗精神病薬
を使う場合もあるのですけれども、抗
精神病薬を使い過ぎて、ぼうっとなっ
たりとか、錐体外路症状とか、いろい
ろな問題が起きるのであれば、むしろ
イライラに対して気分安定薬を重ねる
ことがあります。その際に、抗てんか
ん薬として使い慣れているというと変
ですけれども、そういうバルプロ酸を
重ねることもあります。
　池脇　最近は抗うつで使うSSRIとか
SNRI、これもそういったうつの症状
がある場合に使うこともあるのでしょ
うか。
　金生　なくはないですけれども、発
達障害に限らず、子どものうつに対し
てはSSRIの効果は比較的少ないわりに
副作用が強いのです。むしろ子どもの
強迫にはある程度有効性があるので、
強迫とか強迫に近いこだわりに使われ
ることはあります。
　池脇　治験も含めて承認を得る過程
なのでしょうけれども、今のところは
ADHDに関しては幾つかの薬が承認さ
れているということですね。
　金生　はい、そのとおりです。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　工藤先生、大人ですと、鼻づ
まりというのはあまり深刻感はないの
ですが、乳児、赤ちゃんの場合にはち
ょっと問題が出てくるようですね。
　工藤　赤ちゃんは口呼吸ができませ
んので、鼻で息をしています。ですか
ら、鼻がつまるとミルクが飲めなくな
り、授乳障害が起こってしまうので、
その辺が大人とは随分違うところです。
　山内　たいへんな違いですね。これ
は生存にかかわりますね。ただ赤ちゃ
んでは鼻は比較的つまりやすい印象も
ありますが、なぜなのでしょうか。
　工藤　大人と比べますと、赤ちゃん
の鼻腔はもともと狭いのです。余裕が
あまりなくて、そのうえ、生理的な鼻
水のような分泌物もありますし、少々
の鼻水でも、鼻腔が狭いためにすぐつ
まってしまう問題点があります。
　山内　何かがフッと入ってしまった

りということもあるのですね。
　工藤　そういったこともありますね。
　山内　そういったものも含めて、鼻
閉の原因となるものを少し分けてご教
示願えますか。
　工藤　まず鼻水ですけれども、鼻水
がなぜ起こるか。いわゆる風邪、ウイ
ルスによる風邪を引きやすいこともあ
りますし、またそれに細菌感染が起こ
って、鼻炎、副鼻腔炎を起こしたりす
ることがあります。それから、赤ちゃ
んでも、１歳に近づきますと、アレル
ギー性鼻炎と似たような病態が起こっ
てきたりしますので、よけいに鼻水が
出たりとか、鼻粘膜が腫れたりという
ことが起こり、鼻づまりが起こりやす
くなります。
　山内　そのあたりは大人でもあるの
ですが、赤ちゃんの場合、さらに深刻
といいますか、いろいろな奇形や腫瘍
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とかいったものもあるのでしょうね。
　工藤　本当にまれなのですけれども、
先天的な奇形や腫瘍なども鼻閉の原因
に含まれることがあります。奇形の場
合、両側性の後鼻孔閉鎖があると鼻呼
吸ができませんので、出生後すぐに気
がつくのですが、片方だけつまってい
るとか、両方ともちょっと狭めだとか、
そういった鼻腔に関する形の違いもあ
る場合があります。そんなに多いわけ
ではありません。
　山内　確かに赤ちゃんが生まれたと
きにすぐ皆さん、手とか足は調べます
けれども、鼻の奥までは見ない。
　工藤　そうです。なんだか鼻がふが
ふがする、おかしいと病院に来ますと、
形態上、片方の鼻がつまっていること
があるのです。
　山内　それ以外にはどういったもの
がありますか。
　工藤　１歳に近づきますと、アデノ
イドという鼻の奥、鼻咽腔に扁桃腺の
ような組織がちょっと腫れてきたりす
ることがあります。それが原因で鼻が
つまることもあります。風邪を引きや
すいお子さんに多いように思います。
　それから、臨床をやっていましてび
っくりすることがあるのですけれども、
きょうだい、お兄ちゃんとかお姉ちゃ
んとかが身近にいると、鼻の中に物を
つめられて鼻腔異物を起こしているこ
とがたまにあるのです。急に鼻づまり
が生じたときにはそういったことも疑

っていきます。
　山内　ビーズ玉みたいなあれですね。
入れてしまう話はよく聞きますね。
　工藤　遊びで入れてしまったりする
のですね。
　山内　鼻中隔の湾曲も話として聞き
ますがいかがでしょう。
　工藤　大人では７～８割の方に鼻中
隔の湾曲が多少なりともあるのですけ
れども、赤ちゃんはそんなにないので
す。ただ、生まれてから呼吸管理だと
か栄養管理で鼻にチューブが入ってい
たりしますと、鼻中隔が湾曲してしま
うことがあります。ですので、生まれ
てから普通に暮らしていた赤ちゃんで
すと、そんなに鼻中隔湾曲症は気にす
ることはないと思います。
　山内　あと、腫瘍のたぐいはほとん
ど考えなくてもよいのでしょうか。
　工藤　どのように治療しても、やは
りつまるときには、一度そういったこ
とも考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　これは専門家の領域ですね。
　工藤　そうですね。鼻咽腔内視鏡で
発見できることがあります。
　山内　一般的な鼻閉の治療・対策に
関してですが、このあたり、まず基本
方針からうかがいたいのですが。
　工藤　鼻づまりの原因が何であるか
ということを考えたほうがいいと思う
のです。本当にシンプルに、鼻水が原
因だと鼻水を取り、鼻水が出ている原

因に対する対策を考えることになりま
す。
　山内　さらに、いろいろな検査もで
きるところはやっておくべきなのでし
ょうね。
　工藤　鼻水でも、水のようなさらさ
らの鼻水ですと、細菌感染はあまり考
えなくてもいいのですけれども、ちょ
っと色がついた、黄色っぽいなという
場合には細菌検査をしたほうがいいと
思います。
　山内　大人ですと、痰が黄色いだの、
鼻水が黄色いだのはよくある話で、わ
りにスルーされるのですが、赤ちゃん
の場合は黄色っぽいものというのは細
菌感染が絡んでいることが多いのでし
ょうか。
　工藤　黄色っぽくなると細菌感染が
絡んでいる気がします。もともと鼻腔
は細菌がいるところなのですが、上気
道炎などがきっかけで細菌が増殖し黄
色い鼻水が出てきたりします。
　山内　この場合、当然抗菌剤が使わ
れるのでしょうが、ガイドラインにの
っとってということでしょうね。
　工藤　「急性鼻副鼻腔炎診療ガイド
ライン」が2010年に作成され、インタ
ーネットでご覧いただけますので、そ
れを見ていただければと思います。
　山内　抗菌薬を別にして、対症療法
薬としてはどのようなものがよろしい
のでしょうか。
　工藤　この薬をのむとぴたっと鼻水

が止まるような、いい薬はなかなかな
いのですけれども、よく出されるのは
気道粘液修復薬といわれているカルボ
システインが多いと思います。
　山内　量的にはどのぐらいのもので
しょう。
　工藤　１歳児、体重10㎏だとします
と、よく使っているのはムコダインシ
ロップを、１日量で６㏄使うことにな
ります。それを分３で１歳児にのませ
たりします。
　山内　それ以外の薬剤は、どういっ
たものでしょう。
　工藤　アレルギー素因が絡んでいる
場合には、さらさらの鼻水のお子さん
がアレルギー性鼻炎に発展することが
多いという報告が最近出ていますので、
ロイコトリエン受容体拮抗薬である、
プランルカスト、モンテルカストなど
を出すことがあります。
　山内　一般的に小児ではいろいろな
薬が使えないといいますか、禁忌のこ
とが多いのですが、それらは引っかか
っていないのでしょうか。
　工藤　日本では年齢と診断名で制限
のあるものがありますが、海外では両
方とも０歳児には適用が通っています。
　山内　点鼻薬も使いたくなってしま
いますが、赤ちゃんではどうなのでし
ょう。
　工藤　血管収縮薬の点鼻薬は成人向
けにいろいろ売られているのですけれ
ども、２歳以下には血管収縮薬の点鼻
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とかいったものもあるのでしょうね。
　工藤　本当にまれなのですけれども、
先天的な奇形や腫瘍なども鼻閉の原因
に含まれることがあります。奇形の場
合、両側性の後鼻孔閉鎖があると鼻呼
吸ができませんので、出生後すぐに気
がつくのですが、片方だけつまってい
るとか、両方ともちょっと狭めだとか、
そういった鼻腔に関する形の違いもあ
る場合があります。そんなに多いわけ
ではありません。
　山内　確かに赤ちゃんが生まれたと
きにすぐ皆さん、手とか足は調べます
けれども、鼻の奥までは見ない。
　工藤　そうです。なんだか鼻がふが
ふがする、おかしいと病院に来ますと、
形態上、片方の鼻がつまっていること
があるのです。
　山内　それ以外にはどういったもの
がありますか。
　工藤　１歳に近づきますと、アデノ
イドという鼻の奥、鼻咽腔に扁桃腺の
ような組織がちょっと腫れてきたりす
ることがあります。それが原因で鼻が
つまることもあります。風邪を引きや
すいお子さんに多いように思います。
　それから、臨床をやっていましてび
っくりすることがあるのですけれども、
きょうだい、お兄ちゃんとかお姉ちゃ
んとかが身近にいると、鼻の中に物を
つめられて鼻腔異物を起こしているこ
とがたまにあるのです。急に鼻づまり
が生じたときにはそういったことも疑

っていきます。
　山内　ビーズ玉みたいなあれですね。
入れてしまう話はよく聞きますね。
　工藤　遊びで入れてしまったりする
のですね。
　山内　鼻中隔の湾曲も話として聞き
ますがいかがでしょう。
　工藤　大人では７～８割の方に鼻中
隔の湾曲が多少なりともあるのですけ
れども、赤ちゃんはそんなにないので
す。ただ、生まれてから呼吸管理だと
か栄養管理で鼻にチューブが入ってい
たりしますと、鼻中隔が湾曲してしま
うことがあります。ですので、生まれ
てから普通に暮らしていた赤ちゃんで
すと、そんなに鼻中隔湾曲症は気にす
ることはないと思います。
　山内　あと、腫瘍のたぐいはほとん
ど考えなくてもよいのでしょうか。
　工藤　どのように治療しても、やは
りつまるときには、一度そういったこ
とも考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　これは専門家の領域ですね。
　工藤　そうですね。鼻咽腔内視鏡で
発見できることがあります。
　山内　一般的な鼻閉の治療・対策に
関してですが、このあたり、まず基本
方針からうかがいたいのですが。
　工藤　鼻づまりの原因が何であるか
ということを考えたほうがいいと思う
のです。本当にシンプルに、鼻水が原
因だと鼻水を取り、鼻水が出ている原

因に対する対策を考えることになりま
す。
　山内　さらに、いろいろな検査もで
きるところはやっておくべきなのでし
ょうね。
　工藤　鼻水でも、水のようなさらさ
らの鼻水ですと、細菌感染はあまり考
えなくてもいいのですけれども、ちょ
っと色がついた、黄色っぽいなという
場合には細菌検査をしたほうがいいと
思います。
　山内　大人ですと、痰が黄色いだの、
鼻水が黄色いだのはよくある話で、わ
りにスルーされるのですが、赤ちゃん
の場合は黄色っぽいものというのは細
菌感染が絡んでいることが多いのでし
ょうか。
　工藤　黄色っぽくなると細菌感染が
絡んでいる気がします。もともと鼻腔
は細菌がいるところなのですが、上気
道炎などがきっかけで細菌が増殖し黄
色い鼻水が出てきたりします。
　山内　この場合、当然抗菌剤が使わ
れるのでしょうが、ガイドラインにの
っとってということでしょうね。
　工藤　「急性鼻副鼻腔炎診療ガイド
ライン」が2010年に作成され、インタ
ーネットでご覧いただけますので、そ
れを見ていただければと思います。
　山内　抗菌薬を別にして、対症療法
薬としてはどのようなものがよろしい
のでしょうか。
　工藤　この薬をのむとぴたっと鼻水

が止まるような、いい薬はなかなかな
いのですけれども、よく出されるのは
気道粘液修復薬といわれているカルボ
システインが多いと思います。
　山内　量的にはどのぐらいのもので
しょう。
　工藤　１歳児、体重10㎏だとします
と、よく使っているのはムコダインシ
ロップを、１日量で６㏄使うことにな
ります。それを分３で１歳児にのませ
たりします。
　山内　それ以外の薬剤は、どういっ
たものでしょう。
　工藤　アレルギー素因が絡んでいる
場合には、さらさらの鼻水のお子さん
がアレルギー性鼻炎に発展することが
多いという報告が最近出ていますので、
ロイコトリエン受容体拮抗薬である、
プランルカスト、モンテルカストなど
を出すことがあります。
　山内　一般的に小児ではいろいろな
薬が使えないといいますか、禁忌のこ
とが多いのですが、それらは引っかか
っていないのでしょうか。
　工藤　日本では年齢と診断名で制限
のあるものがありますが、海外では両
方とも０歳児には適用が通っています。
　山内　点鼻薬も使いたくなってしま
いますが、赤ちゃんではどうなのでし
ょう。
　工藤　血管収縮薬の点鼻薬は成人向
けにいろいろ売られているのですけれ
ども、２歳以下には血管収縮薬の点鼻
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薬は禁忌といわれていますので、使わ
ないほうがいいかと思います。
　山内　例えば病院などではどういっ
たものを使われるのでしょう。
　工藤　どうしても鼻がつまって困る
というときには、ボスミンという注射
液、エピネフリン製剤なのですけれど
も、その1,000倍液１㏄を５倍に薄めた
ものをだいたい２～３滴鼻に垂らしま
す。そうしますと鼻粘膜が収縮します
ので、鼻が通りやすくなります。鼻汁
は吸引しますけれども、こういう薬物
が究極のときに使えます。
　山内　それで、吸引ですね。
　工藤　吸引が一番大事だと思います。
　山内　家庭でできるのでしょうか。
　工藤　家庭でできるような吸引機器
が随分開発されていて、使いやすくな
っています。
　山内　具体的な器具としては、どん
なものがあるのでしょうか。
　工藤　昔はお母さんたちが口でチュ
ーブを吸うようなものが売られていた
のですけれども、今は直接口で吸うこ
とはしません。お母さんにも風邪がう
つりますので、電動で、電気の力で吸
引してあげるものが出てきています。
　山内　まめに取ったほうがよいので
しょうか。

　工藤　まめに取るほうがいいのです
が、まめにといいますと、常時、吸引
器を手にして、一日中鼻汁吸引をする
方が出てきますので、あまりやり過ぎ
るのも、と思います。鼻が出て、つま
っている感じがあったときに鼻水を取
ってあげるといいですよ、とお母さん
たちには指導しています。
　山内　自宅で吸引するときの工夫と
してはどんなものがあるのでしょう。
　工藤　鼻水をやわらかくして取ると
いう工夫はあります。これは重曹2.5g、
食塩が５g、水500㏄をペットボトルに
入れてよく溶かして、それを２～３滴、
鼻腔に垂らして鼻汁吸引をするといい
といわれています。
　山内　薬局などでも作ってもらえる
ものなのでしょうか。
　工藤　こういうふうに言うと、作っ
てくれます。
　山内　このあたりのことをもう少し
詳しく知りたい場合、インターネット
などでも調べられるのでしょうね。
　工藤　インターネットで「鼻水吸引」
をキーワードに調べますと、たくさん
出てきますので、それを見て、「あ、
これ、いいな」と思うものをよく調べ
て使ってみるといいと思います。
　山内　ありがとうございました。

　大西　丸山先生、まず、肺炎球菌感
染症の日本の今の状況について疫学的
なことなど教えていただけますでしょ
うか。
　丸山　まず、肺炎球菌はグラム陽性
双球菌といいまして、一般的には小児、
成人ともに、口腔内もしくは上気道の
常在菌とされています。それが悪さを
するのですけれども、特に肺炎を起こ
す頻度が非常に高い。中には髄膜炎と
か、重症化すると血液に菌が検出され
るいわゆる菌血症、そういった症状を
起こすこともあります。
　大西　インフルエンザがはやってい
るときなどに要注意なのでしょうか。
　丸山　インフルエンザは気道を攻撃
する、いわゆる気道傷害性が強いとい
われていまして、インフルエンザを発
症したあとに二次的に細菌に感染して、
中でも肺炎球菌の感染によって重症化
することがよくいわれています。
　大西　そうすると、高齢の方なども
かなり問題になってくるのですね。
　丸山　そうですね。

　大西　それでは、典型的な症状です
が、どういう症状があったら疑うかと
いったことについて教えていただけま
すか。
　丸山　肺炎球菌の感染症で最も多く
引き起こされる疾患は肺炎でして、そ
の肺炎の特徴としては、一つは発熱で
す。高い熱が出て、咳、痰が増えてく
るのが一般的な症状です。ただ、高齢
の方の中にはなかなかそういった症状
が前面に出ない方がいます。よくある
ことなんですが、患者さんが病院に来
られた際、「熱が出て、咳が出ている」
という症状がそれほど前面に出ていな
くて、例えば「食欲がない」とか、「ぼ
うっとした感じがする」という症状が
ある、と。そこで担当された先生が 
「じゃあ翌日にもう一回来てください」
と言って帰されて、あとでレントゲン
を撮ってみると実は非常に重症な肺炎
を起こしていたということがあります
ので、そういったケースは注意される
べきだと思います。ただ、若い方では
比較的強い症状が出てきます。ですの
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