
東京女子医科大学八千代医療センター小児科教授
髙　梨　潤　一

（聞き手　山内俊一）

　急性散在性脳脊髄炎の５歳女児。ステロイドパルス療法（メチルプレドニゾ
ロン点滴静注 30㎎/㎏/日 ５日間）後から、プレドニゾロン１㎎/㎏/日 内服開始
し、漸減中。急性散在性脳脊髄炎の発症前に、水痘予防接種２回実施済みです。
幼稚園児ですが、プレドニゾロンの内服終了までに周囲で水痘流行時には、ア
シクロビルを積極的に予防投与すべきでしょうか。
　また、留意点、注意点などについてご教示ください。

＜大分県開業医＞

小児のステロイドパルス療法後の注意点

　山内　髙梨先生、急性散在性脳脊髄
炎の小児にステロイドパルス療法を行
う際の注意点の相談です。
　髙梨　急性散在性脳脊髄炎（acute 
disseminated encephalomyelitis）は、
略してADEMと呼ばれます。非常にま
れな疾患ですが、ウイルス感染や、し
ばしばワクチン接種の後に、脳の髄鞘
と呼ばれる電気の通り道の絶縁体に相
当する部位を傷害する、自己免疫の機
序で起きる脳炎といわれています。
　山内　自己免疫性ですね。
　髙梨　ということで、ステロイドパ
ルス療法（以下、パルス療法）が広く
使われている疾患になっています。

　山内　パルス療法というと、大人で
も非常に気を使うといいますか、これ
に踏み込むときには適応をきちっと定
めておく必要が当然あるのでしょうね。
　髙梨　このADEMの診断には頭部
のMRIが非常に有効とされています。
脳のMRIで脳の白質に異常な信号を認
めることが診断上重要なポイントでし
て、加えて臨床所見、髄液所見を複合
的に診断の根拠にしています。
　治療に関しては、初期治療でどんと
たたくというか、炎症を抑えることが
必要で、それがパルス療法となります。
現在、ADEMの診断を受けると、お子
さんでもこれが第１選択と考えられま

す。
　山内　いろいろな臓器あるいは病気
でこのパルス療法が行われていますの
で、おのおのの領域でそれぞれの流儀
があると思われますが、このADEMに
関して、例えばパルス療法を行った後、
単回投与で終わる場合と、その後も継
続して少量になってもステロイドを使
い続ける、この２つがあると思うので
すが。
　髙梨　ADEMは、小児の脱髄性疾患
であり、いろいろ原因がわかってきて
います。最近、ミエリンオリゴデンド
ロサイト糖蛋白（MOG）に対する抗
体があるかどうかで、パルス療法後の
ステロイドの減量方法が変わってきま
す。
　一般的には、ADEMの後はステロイ
ドを体重１㎏当たり１㎎ぐらいの後療
法で始め、だいたい１～２カ月かけて
減量していくことが、普通のやり方で
す。MOG抗体陽性の患者さんが小児
の脱髄性の疾患で多いことがわかって
きています。ADEMの中でも40％ぐら
いは陽性だといわれていて、その場合
ステロイドへの反応はいいのですが、
再発が多いといわれています。そのた
めMOG抗体が陽性の場合には非常に
ゆっくりステロイドを減量することが
勧められています。
　山内　このあたりはなかなか一概に
言えないところもありますね。
　髙梨　そうですね。子どもの病気で

も、ADEMだけではなく、いろいろな
病気でパルス療法が使われます。例え
ば膠原病、腎臓のネフローゼ症候群で
も使われます。原疾患によって減量の
スピードや方法も様々なものがありま
す。すべてに統一されたプロトコール
というのは残念ながらありません。原
疾患の性格にもよることから、減量を
どうするのかを一口で言うのはなかな
か難しいところです。
　山内　したがって、注意点とか、い
ろいろな留意点も変わってきてしまう。
ケース・バイ・ケースはやむを得ない
と思うのですが、この質問の核心に少
し入らせていただきます。注意点とし
て、特にこの質問の場合、５歳児とい
うことなので、水痘のワクチンを２回
実施済みということですが、ワクチン
との兼ね合いに関してはいかがですか。
　髙梨　この方は幸い水痘ワクチンを
すでに２回接種しているということで
すので、水痘の予防効果をかなりお持
ちだろうと通常は考えられます。米国
小児科学会が出している感染症の教科
書（Red Book 2015）がありますが、
その中でも２回の接種をしていれば
100％に近い抗体獲得を期待しうると
記載されています。
　山内　ワクチンの効果としては少し
弱まるのでしょうか。
　髙梨　これはなかなかエビデンスが
あるとは言えません。質問のケースの
患者さんは、現在服用中のステロイド
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の量を、１日当たりプレドニゾロン１
㎎/㎏から減量中とあります。５歳の
お子さんですから、だいたい体重は20
㎏ぐらいと思われます。そうしますと、
１日20㎎よりは少ない量ではないかと
推測されます。この量ですと、先ほど
申し上げたアメリカの教科書（Red 
Book 2015）では、生ワクチンは接種
可能とされています（表１の２）。生
ワクチンが接種可能ということは、そ
れほど易感染性の状態ではないと解釈
できると思われます。
　山内　確かにそうですね。
　髙梨　ただ、例えば大人ですと１日
20㎎以上の投与で感染症のリスクが２
倍になるとか、１日当たり10㎎以下な

ら長期投与でも感染性は変わらないと
か、いろいろいわれているのですが、
小児のデータがないのです。探してみ
たのですが、見つけられませんでした。
　山内　先ほどの生ワクチンが打てる
というのはアメリカのガイドラインで
すか。
　髙梨　そうなのです。実際に日本で
ステロイドをのんでいる患者さんに生
ワクチンを接種可能かといいますと、
添付文書上、禁忌とされています。あ
くまでも米国のガイドラインにはそう
いうことが記載されている。そこから
考えることになるので、もちろんステ
ロイドをのんでいるお子さんに生ワク
チンをどんどん打ってくださいという

ことではありません。
　山内　不活化はいいのですね。
　髙梨　そうです。不活化ワクチンは、
ステロイドがこの量だと全く問題なく
打てる。ですから、インフルエンザで
すとか、そういう流行が周囲である場
合には接種していただいたほうがいい
だろうと思います。
　山内　質問にアシクロビルなどを予
防的に投与すべきかとあるのですが、
こういった治療法はあるのでしょうか。
　髙梨　ワクチン接種を受けていない、
水痘に罹患したこともない方が水痘と
濃厚な接触があり、予防が必要な場合、
接触からだいたい７～10日ぐらいから
アシクロビルを使うことによって予防
効果が期待されます。ただ、先ほど申
し上げましたように、この患者さんは
おそらく抗体を持っていると予想され
ますし、ステロイドの量も易感染性を
きたすほどの量ではないと思われます
ので、アシクロビルの予防投薬はしな
くてもいいかと考えます。ただ、もち
ろん100％ではありませんので、注意
深く見ていただいて、水疱が出てくる
ようなら、その時点でアシクロビルを
のんでいただくことでいいのではない
かと。何人かのエキスパートにも聞き
ましたが、そういう意見が多いという

ことをお伝えしておきます。
　山内　最後に留意点で、子どもで特
に問題になるものとして、例えばムー
ンフェースのようなものは避けられな
いのでしょうね。
　髙梨　長期投与で出てきてしまうの
は成人同様だと思います。
　山内　学校などでいじめにあわない
ようにとか、そういった心のケアも大
事になってくる。
　髙梨　ただ、これはステロイドの量
が減ってくれば治るものです。成人だ
とだいたい１日10㎎を下回るとムーン
フェースもよくなってくるといわれて
います。小児でもある程度の減量が可
能になれば、よくなります。希望を持
って治療に当たっていただきたいと思
います。
　山内　あと気になるのは発育に対す
る影響はどうかということですが。
　髙梨　これは成人にはない、小児特
有のステロイドの副作用だと思います。
低身長はどうしても長期のんでいる患
者さんには出てきてしまいます。成長
障害をより軽減するためには、できる
だけ早期の減量ないし隔日朝１回投与
に変更することが有効といわれていま
す。
　山内　ありがとうございました。

表１　副腎皮質ステロイド薬治療を受けている
　　患児へのウイルス生ワクチン接種指針

１．生理的補充療法：ウイルス生ワクチン接種可能

２．  連日あるいは隔日の少量・中等量全身投与：１日当たりプレドニゾロン（PSL）
２㎎/㎏未満、または体重10㎏を超えた児にあっては20㎎/日未満の場合は、治療
中でもウイルス生ワクチン接種可能

３．  14日未満の連日あるいは隔日の大量全身投与：１日当たりPSL２㎎/㎏以上、また
は体重10㎏を超えた児にあっては20㎎/日以上で投与期間が14日未満である場合
は、治療中止後ただちにウイルス生ワクチン接種可能

４．  14日以上の連日あるいは隔日の大量全身投与：１日当たりPSL２㎎/㎏以上、また
は体重10㎏を超えた児にあっては20㎎/日以上で投与期間が14日以上である場合
は、治療中止後少なくとも４週間経過するまでウイルス生ワクチン接種不可

ただし、日本のウイルス生ワクチンの添付文章には「副腎皮質ステロイド剤は併用禁
忌」と記載されている。

（米国小児科学会編　最新感染症ガイド Red Book 2015、83頁）
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の量を、１日当たりプレドニゾロン１
㎎/㎏から減量中とあります。５歳の
お子さんですから、だいたい体重は20
㎏ぐらいと思われます。そうしますと、
１日20㎎よりは少ない量ではないかと
推測されます。この量ですと、先ほど
申し上げたアメリカの教科書（Red 
Book 2015）では、生ワクチンは接種
可能とされています（表１の２）。生
ワクチンが接種可能ということは、そ
れほど易感染性の状態ではないと解釈
できると思われます。
　山内　確かにそうですね。
　髙梨　ただ、例えば大人ですと１日
20㎎以上の投与で感染症のリスクが２
倍になるとか、１日当たり10㎎以下な

ら長期投与でも感染性は変わらないと
か、いろいろいわれているのですが、
小児のデータがないのです。探してみ
たのですが、見つけられませんでした。
　山内　先ほどの生ワクチンが打てる
というのはアメリカのガイドラインで
すか。
　髙梨　そうなのです。実際に日本で
ステロイドをのんでいる患者さんに生
ワクチンを接種可能かといいますと、
添付文書上、禁忌とされています。あ
くまでも米国のガイドラインにはそう
いうことが記載されている。そこから
考えることになるので、もちろんステ
ロイドをのんでいるお子さんに生ワク
チンをどんどん打ってくださいという

ことではありません。
　山内　不活化はいいのですね。
　髙梨　そうです。不活化ワクチンは、
ステロイドがこの量だと全く問題なく
打てる。ですから、インフルエンザで
すとか、そういう流行が周囲である場
合には接種していただいたほうがいい
だろうと思います。
　山内　質問にアシクロビルなどを予
防的に投与すべきかとあるのですが、
こういった治療法はあるのでしょうか。
　髙梨　ワクチン接種を受けていない、
水痘に罹患したこともない方が水痘と
濃厚な接触があり、予防が必要な場合、
接触からだいたい７～10日ぐらいから
アシクロビルを使うことによって予防
効果が期待されます。ただ、先ほど申
し上げましたように、この患者さんは
おそらく抗体を持っていると予想され
ますし、ステロイドの量も易感染性を
きたすほどの量ではないと思われます
ので、アシクロビルの予防投薬はしな
くてもいいかと考えます。ただ、もち
ろん100％ではありませんので、注意
深く見ていただいて、水疱が出てくる
ようなら、その時点でアシクロビルを
のんでいただくことでいいのではない
かと。何人かのエキスパートにも聞き
ましたが、そういう意見が多いという

ことをお伝えしておきます。
　山内　最後に留意点で、子どもで特
に問題になるものとして、例えばムー
ンフェースのようなものは避けられな
いのでしょうね。
　髙梨　長期投与で出てきてしまうの
は成人同様だと思います。
　山内　学校などでいじめにあわない
ようにとか、そういった心のケアも大
事になってくる。
　髙梨　ただ、これはステロイドの量
が減ってくれば治るものです。成人だ
とだいたい１日10㎎を下回るとムーン
フェースもよくなってくるといわれて
います。小児でもある程度の減量が可
能になれば、よくなります。希望を持
って治療に当たっていただきたいと思
います。
　山内　あと気になるのは発育に対す
る影響はどうかということですが。
　髙梨　これは成人にはない、小児特
有のステロイドの副作用だと思います。
低身長はどうしても長期のんでいる患
者さんには出てきてしまいます。成長
障害をより軽減するためには、できる
だけ早期の減量ないし隔日朝１回投与
に変更することが有効といわれていま
す。
　山内　ありがとうございました。

表１　副腎皮質ステロイド薬治療を受けている
　　患児へのウイルス生ワクチン接種指針

１．生理的補充療法：ウイルス生ワクチン接種可能

２．  連日あるいは隔日の少量・中等量全身投与：１日当たりプレドニゾロン（PSL）
２㎎/㎏未満、または体重10㎏を超えた児にあっては20㎎/日未満の場合は、治療
中でもウイルス生ワクチン接種可能

３．  14日未満の連日あるいは隔日の大量全身投与：１日当たりPSL２㎎/㎏以上、また
は体重10㎏を超えた児にあっては20㎎/日以上で投与期間が14日未満である場合
は、治療中止後ただちにウイルス生ワクチン接種可能

４．  14日以上の連日あるいは隔日の大量全身投与：１日当たりPSL２㎎/㎏以上、また
は体重10㎏を超えた児にあっては20㎎/日以上で投与期間が14日以上である場合
は、治療中止後少なくとも４週間経過するまでウイルス生ワクチン接種不可

ただし、日本のウイルス生ワクチンの添付文章には「副腎皮質ステロイド剤は併用禁
忌」と記載されている。

（米国小児科学会編　最新感染症ガイド Red Book 2015、83頁）
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