
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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や薬物負荷による負荷心電図を行い、
QTcやT波の変化を見ます。健常児で
は運動負荷やボスミン負荷でQTcは短
縮するのですが、一方QT延長症候群
では逆に延長しますので、疾患の鑑別
検査として重要視され行われています。
　山内　そうしますと、心電図異常が
あったら、直ちに専門医の先生にとい
うことですね。
　土井　そのとおりだと思います。専
門医にとっても本疾患の患児をどのよ
うに管理指導すべきか難しく、専門で
はない一般の先生方には荷が重すぎま
すので、やはり専門医に紹介していた
だいたほうがよいと思います。
　山内　特にお子さんの場合は、万が
一があったときにいろいろな問題が生
じると思われますので、そういった意
味ではそれを未然に防ぐためにも、む
しろまず専門医の意見を聞くというこ
とですね。
　土井　そう思います。今回のケース
は専門医を受診してQT延長症候群と
診断されたわけですから、診断は間違
いないだろうと思います。しかしQT
延長症候群の患児を正しく管理するた
めには、そのサブタイプまで鑑別診断
する必要があり、タイプによって頻拍
発作が誘発される因子が異なります。
現在、QT延長症候群の遺伝子変異は
13、14個見つかっていますが、タイプ
１から３の頻度が非常に多く、全体の
９割を占めています。

　タイプ１は運動で、タイプ２は運動
もありますが、恐怖や驚愕などの情動
ストレス、すなわちジェットコースタ
ーやお化け屋敷での恐怖、目覚まし時
計の驚愕などで発作が誘発されやすい
です。
　タイプ３はむしろ睡眠中や安静時が
多いといわれています。昔からポック
リ病と呼ばれ、寝ている最中に気づい
たら亡くなっていたという病気は、現
在ではブルガダ症候群という他の遺伝
性不整脈や、QT延長症候群のタイプ
３だったと考えられています。
　山内　そういうタイピングによって
基本的には生活指導も変わってくる。
当然薬も違ってくるわけでしょうね。
　土井　そのとおりです。QT延長症
候群のタイプ１と２はカリウムチャン
ネルのチャンネル病であり、治療薬と
しては交感神経遮断薬（βブロッカー）
が有効です。一方、タイプ３はナトリ
ウムチャンネルの異常で、ナトリウム
チャンネルブロッカーのメキシチール
が有効です。タイプ３は運動とは関係
ありませんので、運動制限は必要ない
といわれていますが、タイプ１とタイ
プ２は運動が発作を誘発するタイプで、
運動制限の必要性が推奨されています。
しかし、発作の誘発因子は必ずしも決
まったものではありませんので、投薬
による発作の予防は非常に重要であり、
投薬を開始した場合には、飲み忘れず
服薬を継続することが重要です。

たち小児循環器専門医が学校心臓検診
でやらねばならないことは、突然具合
が悪くなってしまう児童・生徒をいち
早く発見して治療に乗せることです。
もちろん早期発見すべき疾患はこのよ
うな不整脈疾患だけではなく、見逃さ
れてきた生まれつきの先天性心疾患、
心筋症や肺高血圧などの後天性心疾患
もあります。
　QT延長症候群の病態は、心筋細胞
膜に存在するイオンチャンネルの先天
異常です。心臓は心筋細胞が興奮して
収縮し、興奮が冷めて拡張するわけで
すが、心筋細胞の興奮は細胞の膜電位
がプラス方向に変化することを意味し
ています。そしてこのような膜電位の
変化は、イオンの細胞内外への出入り
により生じます。すなわちナトリウム
イオンやカリウムイオン、カルシウム
イオンなどの陽イオンが、細胞の中に
入ったり出たりすることで、心筋細胞
は脱分極により興奮収縮し、再分極に
より回復拡張するわけです。プラスイ
オンが細胞内から出るのが遅いチャン
ネル異常があると、脱分極している時
間が長くなりQT時間が延長すること
になります。
　このQT時間というのは、もちろん
皆さん御存知の方が多いと思うのです
が、心電図の波形のQ波の始まりから
T波の終わりまでの時間ですから、ち
ょうど心室筋が収縮している時間に相
当しています。それが遺伝子の異常と

密接に関係していることから、遺伝性
疾患の先天性QT延長症候群と呼ばれ
ています。
　山内　チャンネル異常となりますと、
やはり遺伝子だろうなという感じがい
たしますね。
　土井　そのとおりです。遺伝子の変
異が先天性QT延長症候群の原因とし
て認識されています。
　山内　そうしますと、原則的にはほ
うっておけないということが当然出て
くるわけですね。
　土井　そのとおりです。
　山内　ただ、大人の場合もそうなの
ですけれども、こういうものはほとん
どの場合、検診でいきなりQT延長症
候群というかたちで上がってきて、ど
こから対応したらいいのか非常に迷う
のですが、このあたり、いかがなので
しょうか。
　土井　実は小児の場合も、学校心臓
検診で発見されることがほとんどです。
一次スクリーニングで心拍数補正した
QTc（QT時間を または3 で除
して求めた値）が延長している場合に
は、二次スクリーニング、さらに三次
スクリーニングと検査を行っていきま
す。安静時心電図だけでは、ボーダー
ライン近くのQT延長は健常児の生理
的QT延長の場合もあり、病的なQT延
長症候群との鑑別は難しいことが多い
ようです。そのため二次スクリーニン
グ、三次スクリーニングでは運動負荷
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や薬物負荷による負荷心電図を行い、
QTcやT波の変化を見ます。健常児で
は運動負荷やボスミン負荷でQTcは短
縮するのですが、一方QT延長症候群
では逆に延長しますので、疾患の鑑別
検査として重要視され行われています。
　山内　そうしますと、心電図異常が
あったら、直ちに専門医の先生にとい
うことですね。
　土井　そのとおりだと思います。専
門医にとっても本疾患の患児をどのよ
うに管理指導すべきか難しく、専門で
はない一般の先生方には荷が重すぎま
すので、やはり専門医に紹介していた
だいたほうがよいと思います。
　山内　特にお子さんの場合は、万が
一があったときにいろいろな問題が生
じると思われますので、そういった意
味ではそれを未然に防ぐためにも、む
しろまず専門医の意見を聞くというこ
とですね。
　土井　そう思います。今回のケース
は専門医を受診してQT延長症候群と
診断されたわけですから、診断は間違
いないだろうと思います。しかしQT
延長症候群の患児を正しく管理するた
めには、そのサブタイプまで鑑別診断
する必要があり、タイプによって頻拍
発作が誘発される因子が異なります。
現在、QT延長症候群の遺伝子変異は
13、14個見つかっていますが、タイプ
１から３の頻度が非常に多く、全体の
９割を占めています。

　タイプ１は運動で、タイプ２は運動
もありますが、恐怖や驚愕などの情動
ストレス、すなわちジェットコースタ
ーやお化け屋敷での恐怖、目覚まし時
計の驚愕などで発作が誘発されやすい
です。
　タイプ３はむしろ睡眠中や安静時が
多いといわれています。昔からポック
リ病と呼ばれ、寝ている最中に気づい
たら亡くなっていたという病気は、現
在ではブルガダ症候群という他の遺伝
性不整脈や、QT延長症候群のタイプ
３だったと考えられています。
　山内　そういうタイピングによって
基本的には生活指導も変わってくる。
当然薬も違ってくるわけでしょうね。
　土井　そのとおりです。QT延長症
候群のタイプ１と２はカリウムチャン
ネルのチャンネル病であり、治療薬と
しては交感神経遮断薬（βブロッカー）
が有効です。一方、タイプ３はナトリ
ウムチャンネルの異常で、ナトリウム
チャンネルブロッカーのメキシチール
が有効です。タイプ３は運動とは関係
ありませんので、運動制限は必要ない
といわれていますが、タイプ１とタイ
プ２は運動が発作を誘発するタイプで、
運動制限の必要性が推奨されています。
しかし、発作の誘発因子は必ずしも決
まったものではありませんので、投薬
による発作の予防は非常に重要であり、
投薬を開始した場合には、飲み忘れず
服薬を継続することが重要です。

たち小児循環器専門医が学校心臓検診
でやらねばならないことは、突然具合
が悪くなってしまう児童・生徒をいち
早く発見して治療に乗せることです。
もちろん早期発見すべき疾患はこのよ
うな不整脈疾患だけではなく、見逃さ
れてきた生まれつきの先天性心疾患、
心筋症や肺高血圧などの後天性心疾患
もあります。
　QT延長症候群の病態は、心筋細胞
膜に存在するイオンチャンネルの先天
異常です。心臓は心筋細胞が興奮して
収縮し、興奮が冷めて拡張するわけで
すが、心筋細胞の興奮は細胞の膜電位
がプラス方向に変化することを意味し
ています。そしてこのような膜電位の
変化は、イオンの細胞内外への出入り
により生じます。すなわちナトリウム
イオンやカリウムイオン、カルシウム
イオンなどの陽イオンが、細胞の中に
入ったり出たりすることで、心筋細胞
は脱分極により興奮収縮し、再分極に
より回復拡張するわけです。プラスイ
オンが細胞内から出るのが遅いチャン
ネル異常があると、脱分極している時
間が長くなりQT時間が延長すること
になります。
　このQT時間というのは、もちろん
皆さん御存知の方が多いと思うのです
が、心電図の波形のQ波の始まりから
T波の終わりまでの時間ですから、ち
ょうど心室筋が収縮している時間に相
当しています。それが遺伝子の異常と

密接に関係していることから、遺伝性
疾患の先天性QT延長症候群と呼ばれ
ています。
　山内　チャンネル異常となりますと、
やはり遺伝子だろうなという感じがい
たしますね。
　土井　そのとおりです。遺伝子の変
異が先天性QT延長症候群の原因とし
て認識されています。
　山内　そうしますと、原則的にはほ
うっておけないということが当然出て
くるわけですね。
　土井　そのとおりです。
　山内　ただ、大人の場合もそうなの
ですけれども、こういうものはほとん
どの場合、検診でいきなりQT延長症
候群というかたちで上がってきて、ど
こから対応したらいいのか非常に迷う
のですが、このあたり、いかがなので
しょうか。
　土井　実は小児の場合も、学校心臓
検診で発見されることがほとんどです。
一次スクリーニングで心拍数補正した
QTc（QT時間を または3 で除
して求めた値）が延長している場合に
は、二次スクリーニング、さらに三次
スクリーニングと検査を行っていきま
す。安静時心電図だけでは、ボーダー
ライン近くのQT延長は健常児の生理
的QT延長の場合もあり、病的なQT延
長症候群との鑑別は難しいことが多い
ようです。そのため二次スクリーニン
グ、三次スクリーニングでは運動負荷
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　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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