
東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科教授
勝　沼　俊　雄

（聞き手　池田志斈）

　乳幼児の鼻づまりについてご教示ください。
　１．主な原因とその診断方法
　２．点鼻薬の適応と使用法
　３．抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬の適応と使用法

＜埼玉県開業医＞

乳幼児の鼻づまり

　池田　勝沼先生、乳幼児の鼻づまり
についていろいろな病気があると思う
のですが、まずどのような原因で起こ
っているのか。そして、どのように診
断していくのでしょうか。
　勝沼　まず乳幼児で最も多い鼻づま
りの原因はやはり感冒、風邪になると
思います。特に、保育園の生活が始ま
った乳幼児、あるいはまだ保育園に行
っていなくても、お兄ちゃんやお姉ち
ゃんが保育園や幼稚園に通っていると、
感冒をもらいますので、鼻づまりに至
るケースは多いだろうと思います。
　診断ですが、感冒の場合、微熱や咳
という随伴症状を伴いますので、そう
いう場合は風邪の診断はつけやすいと
思います。加えて、先ほど申しました

集団生活や同胞に関する情報などを聞
くと診断しやすいかと思います。
　池田　もちろん、お兄ちゃん、お姉
ちゃんが風邪を引いたかも参考になる
のですね。
　勝沼　そうですね。
　池田　そういったことで鑑別をする
のですね。
　勝沼　はい、そうなります。２番目
にはアレルギー性鼻炎を考慮せざるを
得ないのかと思います。特に最近は、
通年性のものも、花粉症と呼ばれる季
節性のものも、全体的に増加傾向にあ
ります。また低年齢化の傾向も目立っ
てきています。実は乳幼児はあまり正
確なデータがないのですが、小学校１
年生ぐらいを基準に置くと、20年前は

10％ぐらいだった罹患率が最近は20％
となっています。この20年間で倍増し
ているわけです。
　乳幼児に関しては、ドイツのデータ
になりますが、両親のいずれかにアレ
ルギーがある場合、３歳時点でのアレ
ルギー性鼻炎の有病率は、だいたい２
％前後と報告されています。ですから、
今どきは乳幼児といえどもアレルギー
性鼻炎の頻度はおおむね数％と考えて
よいのかと思います。
　池田　こういうお子さんはほかのア
レルギー疾患もお持ちなのでしょうか。
　勝沼　アレルギー性鼻炎がある場合
は、発症前に湿疹や食物アレルギーが
あることが多いです。これをアレルギ
ーマーチと呼びます。すなわちその人
のライフサイクルで見ると、消化管ア
レルギー・皮膚アレルギーで始まり、
次に喘息を発症し、そしてアレルギー
性鼻炎を発症するというパターンが多
いのです。先生がおっしゃるとおり、
アレルギー疾患の合併について尋ねる
ことは重要だと思います。
　池田　感冒、それからアレルギー性
鼻炎、ほかにありますでしょうか。
　勝沼　あとは蓄膿症、慢性副鼻腔炎、
こういったものも鼻づまりの重要な原
因疾患になると思います。ただし、乳
幼児では比較的まれと考えられていま
す。私自身の臨床経験からも、副鼻腔
炎と自信を持って診断できるのは３～
４歳以上かと思います。

　池田　３～４歳に満たないお子さん
の診断は、慢性副鼻腔炎の場合、非常
に難しいと思うのですが、どのように
されるのでしょうか。
　勝沼　耳鼻科の先生は直接開口部を
見て、膿性鼻汁の流出を判断できると
思うのですが、小児科医の場合、残念
ながらそういうことはできません。多
くは画像診断によることが多いと思い
ます。もちろんCTでも診断可能です
が、単純X線で診断することが多いと
思います。またごく簡便には、咽頭所
見を見るときに後鼻漏、特に膿性鼻汁、
緑色の後鼻漏があるかどうかも重要な
所見かと思います。
　池田　この診断はなかなか難しいで
すね。主な３つの鼻づまりの原因とい
うことですが、感冒であれば対症療法
で、それほど長く続かないと思うので
す。しかしアレルギー性鼻炎や副鼻腔
炎となると、特に通年のアレルギー性
鼻炎の場合、長く続きますね。こうい
った患者さんの点鼻療法の適応と、ど
のような治療の仕方があるのでしょう
か。
　勝沼　点鼻薬を考える前に、まずは
抗ヒスタミン薬で経過を見るのが一般
的ではないかと思います。
　池田　まずは抗ヒスタミン薬の内服
を行うのですね。
　勝沼　はい。風邪に対して抗ヒスタ
ミン薬は効くのか、議論のあるところ
ですが、私の感覚では風邪の鼻汁であ
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についていろいろな病気があると思う
のですが、まずどのような原因で起こ
っているのか。そして、どのように診
断していくのでしょうか。
　勝沼　まず乳幼児で最も多い鼻づま
りの原因はやはり感冒、風邪になると
思います。特に、保育園の生活が始ま
った乳幼児、あるいはまだ保育園に行
っていなくても、お兄ちゃんやお姉ち
ゃんが保育園や幼稚園に通っていると、
感冒をもらいますので、鼻づまりに至
るケースは多いだろうと思います。
　診断ですが、感冒の場合、微熱や咳
という随伴症状を伴いますので、そう
いう場合は風邪の診断はつけやすいと
思います。加えて、先ほど申しました
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くと診断しやすいかと思います。
　池田　もちろん、お兄ちゃん、お姉
ちゃんが風邪を引いたかも参考になる
のですね。
　勝沼　そうですね。
　池田　そういったことで鑑別をする
のですね。
　勝沼　はい、そうなります。２番目
にはアレルギー性鼻炎を考慮せざるを
得ないのかと思います。特に最近は、
通年性のものも、花粉症と呼ばれる季
節性のものも、全体的に増加傾向にあ
ります。また低年齢化の傾向も目立っ
てきています。実は乳幼児はあまり正
確なデータがないのですが、小学校１
年生ぐらいを基準に置くと、20年前は

10％ぐらいだった罹患率が最近は20％
となっています。この20年間で倍増し
ているわけです。
　乳幼児に関しては、ドイツのデータ
になりますが、両親のいずれかにアレ
ルギーがある場合、３歳時点でのアレ
ルギー性鼻炎の有病率は、だいたい２
％前後と報告されています。ですから、
今どきは乳幼児といえどもアレルギー
性鼻炎の頻度はおおむね数％と考えて
よいのかと思います。
　池田　こういうお子さんはほかのア
レルギー疾患もお持ちなのでしょうか。
　勝沼　アレルギー性鼻炎がある場合
は、発症前に湿疹や食物アレルギーが
あることが多いです。これをアレルギ
ーマーチと呼びます。すなわちその人
のライフサイクルで見ると、消化管ア
レルギー・皮膚アレルギーで始まり、
次に喘息を発症し、そしてアレルギー
性鼻炎を発症するというパターンが多
いのです。先生がおっしゃるとおり、
アレルギー疾患の合併について尋ねる
ことは重要だと思います。
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　勝沼　あとは蓄膿症、慢性副鼻腔炎、
こういったものも鼻づまりの重要な原
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す。私自身の臨床経験からも、副鼻腔
炎と自信を持って診断できるのは３～
４歳以上かと思います。

　池田　３～４歳に満たないお子さん
の診断は、慢性副鼻腔炎の場合、非常
に難しいと思うのですが、どのように
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　勝沼　耳鼻科の先生は直接開口部を
見て、膿性鼻汁の流出を判断できると
思うのですが、小児科医の場合、残念
ながらそういうことはできません。多
くは画像診断によることが多いと思い
ます。もちろんCTでも診断可能です
が、単純X線で診断することが多いと
思います。またごく簡便には、咽頭所
見を見るときに後鼻漏、特に膿性鼻汁、
緑色の後鼻漏があるかどうかも重要な
所見かと思います。
　池田　この診断はなかなか難しいで
すね。主な３つの鼻づまりの原因とい
うことですが、感冒であれば対症療法
で、それほど長く続かないと思うので
す。しかしアレルギー性鼻炎や副鼻腔
炎となると、特に通年のアレルギー性
鼻炎の場合、長く続きますね。こうい
った患者さんの点鼻療法の適応と、ど
のような治療の仕方があるのでしょう
か。
　勝沼　点鼻薬を考える前に、まずは
抗ヒスタミン薬で経過を見るのが一般
的ではないかと思います。
　池田　まずは抗ヒスタミン薬の内服
を行うのですね。
　勝沼　はい。風邪に対して抗ヒスタ
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っても抗ヒスタミン薬は一定の効果を
持つという印象を持っています。アレ
ルギー性鼻炎に対して、ガイドライン
上の基本薬は抗ヒスタミン薬ですので、
まずは抗ヒスタミン薬で経過を見ると
いうことで間違いはないと思います。
　池田　慢性副鼻腔炎が強く疑われる
方も、やはり抗ヒスタミン薬を使うの
でしょうか。
　勝沼　慢性副鼻腔炎に関しては、こ
れも議論のあるところだと思いますが、
私自身はマクロライドの少量長期療法
を行っています。一定の効果を確認し、
論文発表もしています。極めて重症な
例では外科的な処置が必要になると思
います。
　池田　抗ヒスタミン薬をまず使うの
は、感冒やアレルギー性鼻炎が疑われ
る方には、使ってみようということで
すね。
　勝沼　はい。
　池田　抗ヒスタミン薬も幾つか種類
があると思うのですが、どのようなも
のをお使いになるのでしょうか。
　勝沼　抗ヒスタミン薬は古典的には
脳内移行が強く、眠気という重要な副
作用がありました。近年は、いわゆる
非鎮静性、あるいは第二世代といわれ
る抗ヒスタミン薬が出てきて、脳内移
行が起こりにくくなっています。また
口渇といった抗コリン作用などの副作
用も起きにくい安全な抗ヒスタミン薬
が出てきました。

　代表的なのはレボセチリジン、これ
は生後６カ月から処方可能で、剤形は
シロップになります。それ以外、フェ
キソフェナジンも生後６カ月から処方
が可能なのですが、現在、製造が行わ
れておらず、使えません。それ以外で
すと、オロパタジンという薬が２歳か
ら顆粒で使えます。３歳になると、エ
ピナスチンのドライシロップ製剤が使
えます。いずれも脳内移行性が低く、
眠気を起こしにくい安全な抗ヒスタミ
ン薬と考えられています。
　池田　幾つかあるけれども、年齢に
よっても使い分けなければいけないと
いう、難しいところがありますね。抗
ヒスタミン薬に加えて、ロイコトリエ
ン受容体拮抗薬などは使われているの
でしょうか。
　勝沼　これまた議論のあるところで
すが、アレルギー性鼻炎に関していい
ますと、最もベースになる治療は抗ヒ
スタミン薬になります。原因抗原の回
避を行いつつ、薬剤では抗ヒスタミン
薬がベースになります。次に何を使う
のかというときに、ロイコトリエン受
容体拮抗薬という考え方もありますし、
点鼻ステロイドという考え方も出てき
ます。国際的に言いますと、点鼻ステ
ロイドのほうが一般的かもしれません。
ですけれども、ロイコトリエン受容体
拮抗薬という選択肢もあります。
　池田　点鼻の話が出ましたが、ステ
ロイドの点鼻によって何か副作用のよ

うなものを懸念することはあるのでし
ょうか。
　勝沼　同じ局所ステロイドでも、喘
息では小児の場合、副作用を考えなけ
ればいけない場合があります。しかし
鼻炎の場合、副作用はあまり心配しな
くていいと考えられています。
　池田　ということは、通常量、小児
用で守っていれば、特に副腎機能が落
ちたりとか、そんなことはまずないの
ですね。
　勝沼　用法・用量さえ守っていれば、
そういう懸念はないと考えていいと思
います。
　池田　点鼻でステロイドを使うとの
ことですが、例えば通年性のアレルギ
ー性鼻炎ですと長期にわたって使うこ
とになります。何か使用上のポイント
はありますか。
　勝沼　まず年齢という側面から説明
します。現在、主流の点鼻ステロイド
は２種類あります。一つはフルチカゾ
ン（フランカルボン酸エステル）点鼻
薬、もう一つがモメタゾン点鼻薬です。
前者は２歳以上、後者は３歳以上から
使用可能です。いずれも安全な薬です
し、１日１噴霧ということからもアド
ヒアランスが保たれ、使い勝手のいい
薬です。しかし正しい噴霧で使ってい
ただくことと、もちろん症状が好転す
ればだらだら使わないことが大事かと

思います。
　池田　なかなか小さなお子さんです
と点鼻も難しいかと思うのですが、何
かコツのようなものはありますか。
　勝沼　実物を見せて、「こういうふ
うにやるんだよ」と具体的に教えるこ
とは正しい吸入につながりますし、恐
怖心がやわらぐ効果もあるかもしれま
せん。おっしゃるとおり、３歳、４歳、
５歳、こういった年齢では難しい場合
も多々あります。
　池田　その場合は、もし点鼻が無理
なようだったら、なるべく抗ヒスタミ
ン薬とかロイコトリエン受容体拮抗薬
で頑張るとか、そういうことになりま
すか。
　勝沼　そうですね。
　池田　そして年齢によってまた変わ
ってくると思うのですが。
　勝沼　この年齢では鼻がかめません
ので、クリニックでオリーブ管やカテ
ーテルを用い吸引してあげると、それ
だけで楽になることがしばしば認めら
れます。
　池田　なるほど、そういった面もあ
りますね。そして様子を見ながら、う
まく使えるようになれば点鼻薬も有効
になってくるのですね。
　勝沼　はい。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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っても抗ヒスタミン薬は一定の効果を
持つという印象を持っています。アレ
ルギー性鼻炎に対して、ガイドライン
上の基本薬は抗ヒスタミン薬ですので、
まずは抗ヒスタミン薬で経過を見ると
いうことで間違いはないと思います。
　池田　慢性副鼻腔炎が強く疑われる
方も、やはり抗ヒスタミン薬を使うの
でしょうか。
　勝沼　慢性副鼻腔炎に関しては、こ
れも議論のあるところだと思いますが、
私自身はマクロライドの少量長期療法
を行っています。一定の効果を確認し、
論文発表もしています。極めて重症な
例では外科的な処置が必要になると思
います。
　池田　抗ヒスタミン薬をまず使うの
は、感冒やアレルギー性鼻炎が疑われ
る方には、使ってみようということで
すね。
　勝沼　はい。
　池田　抗ヒスタミン薬も幾つか種類
があると思うのですが、どのようなも
のをお使いになるのでしょうか。
　勝沼　抗ヒスタミン薬は古典的には
脳内移行が強く、眠気という重要な副
作用がありました。近年は、いわゆる
非鎮静性、あるいは第二世代といわれ
る抗ヒスタミン薬が出てきて、脳内移
行が起こりにくくなっています。また
口渇といった抗コリン作用などの副作
用も起きにくい安全な抗ヒスタミン薬
が出てきました。

　代表的なのはレボセチリジン、これ
は生後６カ月から処方可能で、剤形は
シロップになります。それ以外、フェ
キソフェナジンも生後６カ月から処方
が可能なのですが、現在、製造が行わ
れておらず、使えません。それ以外で
すと、オロパタジンという薬が２歳か
ら顆粒で使えます。３歳になると、エ
ピナスチンのドライシロップ製剤が使
えます。いずれも脳内移行性が低く、
眠気を起こしにくい安全な抗ヒスタミ
ン薬と考えられています。
　池田　幾つかあるけれども、年齢に
よっても使い分けなければいけないと
いう、難しいところがありますね。抗
ヒスタミン薬に加えて、ロイコトリエ
ン受容体拮抗薬などは使われているの
でしょうか。
　勝沼　これまた議論のあるところで
すが、アレルギー性鼻炎に関していい
ますと、最もベースになる治療は抗ヒ
スタミン薬になります。原因抗原の回
避を行いつつ、薬剤では抗ヒスタミン
薬がベースになります。次に何を使う
のかというときに、ロイコトリエン受
容体拮抗薬という考え方もありますし、
点鼻ステロイドという考え方も出てき
ます。国際的に言いますと、点鼻ステ
ロイドのほうが一般的かもしれません。
ですけれども、ロイコトリエン受容体
拮抗薬という選択肢もあります。
　池田　点鼻の話が出ましたが、ステ
ロイドの点鼻によって何か副作用のよ

うなものを懸念することはあるのでし
ょうか。
　勝沼　同じ局所ステロイドでも、喘
息では小児の場合、副作用を考えなけ
ればいけない場合があります。しかし
鼻炎の場合、副作用はあまり心配しな
くていいと考えられています。
　池田　ということは、通常量、小児
用で守っていれば、特に副腎機能が落
ちたりとか、そんなことはまずないの
ですね。
　勝沼　用法・用量さえ守っていれば、
そういう懸念はないと考えていいと思
います。
　池田　点鼻でステロイドを使うとの
ことですが、例えば通年性のアレルギ
ー性鼻炎ですと長期にわたって使うこ
とになります。何か使用上のポイント
はありますか。
　勝沼　まず年齢という側面から説明
します。現在、主流の点鼻ステロイド
は２種類あります。一つはフルチカゾ
ン（フランカルボン酸エステル）点鼻
薬、もう一つがモメタゾン点鼻薬です。
前者は２歳以上、後者は３歳以上から
使用可能です。いずれも安全な薬です
し、１日１噴霧ということからもアド
ヒアランスが保たれ、使い勝手のいい
薬です。しかし正しい噴霧で使ってい
ただくことと、もちろん症状が好転す
ればだらだら使わないことが大事かと

思います。
　池田　なかなか小さなお子さんです
と点鼻も難しいかと思うのですが、何
かコツのようなものはありますか。
　勝沼　実物を見せて、「こういうふ
うにやるんだよ」と具体的に教えるこ
とは正しい吸入につながりますし、恐
怖心がやわらぐ効果もあるかもしれま
せん。おっしゃるとおり、３歳、４歳、
５歳、こういった年齢では難しい場合
も多々あります。
　池田　その場合は、もし点鼻が無理
なようだったら、なるべく抗ヒスタミ
ン薬とかロイコトリエン受容体拮抗薬
で頑張るとか、そういうことになりま
すか。
　勝沼　そうですね。
　池田　そして年齢によってまた変わ
ってくると思うのですが。
　勝沼　この年齢では鼻がかめません
ので、クリニックでオリーブ管やカテ
ーテルを用い吸引してあげると、それ
だけで楽になることがしばしば認めら
れます。
　池田　なるほど、そういった面もあ
りますね。そして様子を見ながら、う
まく使えるようになれば点鼻薬も有効
になってくるのですね。
　勝沼　はい。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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