
東京大学小児科教授
岡　　　　明

（聞き手　山内俊一）

　熱性けいれんを数回起こした小児の日常の管理指導と薬剤投与についてご教
示ください。

＜埼玉県開業医＞

熱性けいれんの日常管理と投薬

　山内　岡先生、熱性けいれんという
のは、比較的よく見られるものなので
しょうか。
　岡　日本人は熱性けいれんの頻度が
欧米人よりも高いといわれていて、10
人に１人弱のお子さんが熱性けいれん
を起こします。その30％ぐらいの方が
２回以上起こします。ですので、100
人の方がいらっしゃると、「子どもの
とき、けいれんしたことがある人」と
いうと、数人は手を挙げるわけですか
ら、頻度的には高いのではないでしょ
うか。
　山内　非常にドラスティックな症状
で知られていますが、これは高熱と関
連するということで、何度ぐらいの熱
で起こると考えられているのでしょう
か。
　岡　定義上は38度以上はないと熱性

けいれんとは呼べないと考えています。
39度とか40度とか、非常に高い熱の方
が多いと思います。ただ、非常にけい
れんを起こしやすい方の場合には38度
をちょっと超えたぐらいでけいれんを
起こす方、あるいは熱が上がる途中で、
37度５分とか38度にならないぐらいの
ときにけいれんが起こって、その後39
度、40度と上がるような方もいらっし
ゃるので、親御さんからすると、非常
に心配だろうと思います。
　山内　体温が上昇することに関連す
るのでしょうね。
　岡　まだ医学的に遺伝子レベルの研
究で統一的な説明はできていないので
すけれども、やはり体温調節に伴って
脳に何らかの機能異常が生じやすいこ
とによると考えられます。６カ月から
６歳ぐらいまでの間ですので、そうい

う幼弱な体では体温調節が不十分であ
ると今でも考えられています。
　山内　そうしますと、熱中症などに
もなりやすいのでしょうか。
　岡　直接熱中症とは関係ないのです
が、非常に熱性けいれんを起こしやす
いお子さんの場合に、長風呂をしたり
したときに体温が上がると、けいれん
を起こすことがあり得なくはないと思
います。それでも直接熱中症とは関係
ないと考えていただいていいと思いま
す。
　山内　今お話がありましたけれども、
遺伝子レベルでの解析は多少は進んで
いるのでしょうか。
　岡　まだはっきりと１対１に対応す
るような遺伝子での異常ではなくて、
起こしやすさに関連する遺伝子という
のでいわれているものはあります。し
かし、まだまだ１対１の遺伝病という
感じではありません。
　山内　早速質問にいきたいと思いま
す。まず、親御さんと医療関係者、両
者の対応が重要になってくると思われ
ます。初めに医療サイドから質問した
いのですが、救急車などに乗ってやっ
てこられると思うのですが、救急車で
病院に着いたころにはピンピンして治
っているということが多いわけですね。
この後どうすればいいのでしょうか。
　岡　それについては、2015年に小児
神経学会がガイドラインを出していま
す。国際的には来院時に止まっている

けいれんについて、抗けいれん剤の坐
薬を使うことは、その時点では必要な
いと考えています。つまり、医学的に
は１回の発熱で２回目のけいれんを起
こす可能性は10％もないと思いますの
で、すでにけいれんを起こした後に坐
薬を使うことはあまり意味がないと考
えられています。
　ただ、臨床現場では、すでに何回か
起こしていて親御さんが非常に心配さ
れている場合や、例えばご自宅が医療
機関から非常に遠方で、またけいれん
を起こして戻ってくるのは非常にたい
へんであるというような事情を考慮し
て使うことは構わないと思います。た
だし、ルーチンに使用する必要はない
と考えられています。
　山内　そうしますと、そんなに危な
いものではないことをよく親御さんに
説明することが非常に重要ということ
ですね。
　岡　おっしゃるとおりだと思います。
熱性けいれんは予後がよい疾患である
ことを説明いただくことがとても大事
です。そしてあともう一つは、発作が
また起こってしまったときに、どのよ
うに自宅で対応したらいいかを説明す
ることがとても大事だといわれていま
す。
　山内　そのあたりはどうなのでしょ
うか。
　岡　まず皆さんから聞かれるのは、
発作が起こったときにどうしたらいい
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のですかということですが、観察者の
方があわてないことがとても大事です。
そして、例えば揺さぶったりすると、
そのときに嘔吐を誘発して誤嚥する可
能性もあります。
　同じく気道の問題でいいますと、舌
をかむのではないかと、昔、日本では
口の中にわりばしを入れるという考え
方もあったのですが、そういうことを
することによって嘔吐を誘発してしま
うと、誤嚥性の肺炎とか、窒息とかが
起こりえますので、そういうことはし
ないで様子を見ていただく。
　観察する際の姿勢として、側臥位の
ほうがいいだろうと思いますけれども、
それで様子を見ていただいて、５分以
上けいれんがおさまらないようであれ
ば、迷わず救急車を呼んでいただくの
が原則になるかと思います。ただ、私
は患者さんの皆さんには、別に５分待
たなくても、特に初めてのけいれんの
方の場合には心配だと思うので、すぐ
に呼んでいただいてけっこうですと申
し上げています。
　質問ですと、すでに何回かけいれん
があったということで、きっと親御さ
んもご存じだと思いますので、長く続
いているようだったら救急車を呼んで
いただくのがよいのではないかと思い
ます。
　山内　自宅、あるいは場合によって
は旅先というのもあるかもしれません
けれども、こういった場合、体を冷や

すのは有効なのでしょうか。
　岡　熱が出たときに冷やしていただ
くことは構わないですし、解熱剤など
も使っていただいてけっこうです。特
に解熱剤を使ったからけいれんしやす
いということも知られていません。そ
れよりも、体を冷やしてあげるとか、
解熱剤を使うということは、熱が出て
いるお子さんにとっては気持ちのいい
ことなので、より快適に過ごせるよう
にという視点で対応していただければ
十分ではないかと思います。
　山内　解熱剤に関しては、一時期多
少議論があったのですけれども、今は
安全だろうと考えられているのでしょ
うか。
　岡　小児用の解熱剤であるアセトア
ミノフェンを使っていただく分には、
そこまで劇的に熱も下がりませんし、
お子さんがちょっと熱が下がることに
よって水分が取れたりとか、そういう
ことのほうが大事だろうということで、
解熱剤はお子さんの苦痛を取るために
使っていただいていいと今は考えられ
ています。
　山内　特に高熱疾患の場合には１日
では治らないことがありますから、そ
の間は少し熱を下げておくのはいいこ
とですね。
　岡　はい。
　山内　こういったとき、抗ヒスタミ
ン剤とか、いろいろ出てくると思うの
ですけれども、薬剤で関連するものと

して使用にさしつかえないもの、慎重
にすべきものはあるのでしょうか。
　岡　鎮静性の抗ヒスタミン剤がけい
れんを長くするのではないか、止まり
にくくするのではないかということが
疑われています。
　これはエビデンスとしてそれほど強
いものがあるわけではないのですけれ
ども、一部にはそれをすごく懸念する
意見がありますので、必要がない抗ヒ
スタミン剤、特に鎮静力のある抗ヒス
タミン薬を使うことについては慎重な
意見があります。熱性けいれんの既往
のあるお子さんに風邪薬を出されると
きに、その点は注意していただいたほ
うがいいかと思います。
　そこは医学的研究がまだ続いている
ところですけれども、慎重な意見があ
るということは、皆さん知っておいて
いただいたほうがよいかと考えていま
す。
　山内　質問にある日常の管理指導と
いうところですが、例えばちょっと風
邪かなという感じで、熱が出てくると
いったときに、早めに解熱剤を投与す
るのは予防的な価値はあるのでしょう
か。
　岡　予防的な価値は、統計的にはあ
まりないだろうと考えられています。
解熱剤を投与することによって結果と
して体温が上昇しなければ、起こるは
ずの熱性けいれんを防げる可能性はあ
るのですけれども、そういうポリシー

でやったとしても、統計的に見てみる
とあまり差がないことがわかっていま
す。
　山内　重症化することはめったにな
いのですね。
　岡　そうですね。
　山内　時に重症化することはあるの
ですね。
　岡　けいれんが重積する場合があり
ます。それは予測できないのですけれ
ども、先ほど申し上げたように、５分
以上のけいれんというのは、なかなか
それ以降は止まりにくくなることが知
られています。そういう意味ではけい
れんが重積化する可能性があることは
頭の中に入れておかなければいけない
と思います。決して頻度は高くはあり
ませんけれども。ですから、５分以上
けいれんしている場合には、すぐに救
急車を呼んでいただいても、病院に着
いたときには30分以上続いているとか、
そういうことになるでしょうから、そ
ういう意味では早めに呼んでいただい
たほうがいいかなと思います。
　山内　ちなみに、重症の患者さんが
来た場合の治療はどうなっているので
しょうか。
　岡　来たときにまだけいれんが止ま
っていない場合には、静注剤、現在だ
とジアゼパムとミダゾラムの２種類の
薬剤ですぐに止める必要があると思い
ます。もしそういう準備がなければ、
救急的な対応が必要な医療機関に、す
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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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