
国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科診療部長
守　本　倫　子

（聞き手　山内俊一）

　以前から育児雑誌等で時折記載されている「頭位性中耳炎」あるいは「ミル
ク性中耳炎」と呼ばれている中耳炎の発生機序についてご教示ください。
　「赤ちゃんがミルクを飲むときに横になった（寝かせた）状態に近い体勢だと、
鼻へ逆流したミルクが耳管を通じて中耳に到達して中耳炎を起こすものです」
と、ある雑誌に耳鼻科医の解説・指導として記載されていました。
　哺乳瓶でミルクを与えるときに寝かせて与えることは、通常勧めないと思い
ます。しかしながら、母乳育児で赤ちゃんを寝かせたままの添い乳はありえま
す。
　「頭位性中耳炎」あるいは「ミルク性中耳炎」は起こりうるのか、添い乳は
やめるべきなのか、ご教示ください（できるだけ母乳育児を勧める立場からの
疑問点です）。

＜大分県開業医＞

ミルク性中耳炎

　山内　守本先生、ミルクを飲むとき
に横になった状態、あるいはそういっ
た状態に近い体勢だと中耳炎が起きる
という但し書きがありますが、授乳時
の姿勢は中耳炎に関係するものなので
しょうか。
　守本　確かに授乳していてミルクが
鼻のほうに回ってくるのは往々にして
あるかと思います。ただ、中耳炎の原
因としては、ミルクによってというよ

り、今言われているのは逆流性食道炎
によるものと考えられています。です
ので、どちらかというと、ミルクを飲
んでいたからなったというのではなく
て、例えばミルクを飲ませた後にその
まま寝かせてしまった、起こして背中
をたたいてげっぷを出してあげたりし
ないと、赤ちゃんの胃の内容物が逆流
してきて、それが耳にも行ってしまっ
て、中耳炎になると考えられています。

ミルクを飲ませたことによるミルク性
中耳炎というよりは、頭位性中耳炎と
いわれるほうが正しいかと思います。
　山内　逆流しているということは、
口の中を調べれば、すでに証明されて
いると考えてよいでしょうか。
　守本　そうですね。幾つかの研究で、
中耳炎になっている赤ちゃんの耳の中
を鼓膜切開とかして調べたりすると、
胃酸、ペプシノーゲンが認められたと
いう報告があります。やはり逆流が関
係していると考えていいと思います。
　山内　ちなみに、乳児というのは逆
流性食道炎ないし逆流は起こりやすい
のでしょうか。
　守本　やはり赤ちゃんは食道や噴門
部などがすごく弱いので、逆流しやす
いと思います。例えばお子さんを育て
た方だったらよくわかるかと思うので
すが、飲ませてそのままちょっとほう
っておくと、ゲボッと吐くなど、すぐ
に吐きやすいというイメージがありま
す。咳をしただけでもすぐミルクを吐
いてしまったりとか、泣いただけでも
吐いてしまったりすることがあると思
います。普通だったら、泣いたり、咳
をしただけで吐くことはないのですが、
赤ちゃんはそういうことが多いと思い
ます。
　山内　ミルクをあげるときの赤ちゃ
んの位置というよりも、寝かせてしま
うとか、そういったことのほうが問題
だと考えていいのですね。

　守本　そうですね。ミルクをあげて
いるときは横にして飲ませても全然構
わないのですが、その後、そのままに
してしまうと反対によくない。例えば、
寝かせたままの添い乳ですね。お母さ
んもついつい疲れていて寝てしまうよ
うな状態になってしまうと、赤ちゃん
はゲップをさせてもらえない。そうす
ると、飲んだものがそのまま出てきて
しまうことはあると思います。人工乳
で哺乳瓶であげる場合は、必ず飲ませ
た後、背中をトントンとしてあげるこ
とができるので、ゲップを出してあげ
られるから落ち着いてくるのかと思い
ます。
　山内　母乳の場合は普通は縦抱きな
ので、そのままだと大丈夫だけれども、
母乳でも終わった後すぐに横にしてし
まうとだめだということになりますか。
　守本　そういうことです。母乳で育
てたほうが人工乳よりは中耳炎になり
にくい、なっている子が少ないといわ
れています。起こしていて母乳を飲ま
せて、その後きちんとゲップを出して、
大丈夫という状況になってから寝かせ
ていただくと、中耳炎を予防すること
ができると思います。
　山内　ゲップ出しは一回一回、きち
っとやらなければならないと考えてい
いのでしょうか。
　守本　基本的には多分育児雑誌には
「飲ませたらゲップを出しましょう」
と書いてあると思いますし、赤ちゃん
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はおなかいっぱいになると吐きやすい
ので、そう考えると必ず一回一回やっ
たほうがいいのかと思います。母乳育
児の添い乳をしてしまって、添い乳し
ても必ず起こしてあげればいいのです
が、寝かせたままになってしまうのは
気をつけたほうがいいかと思います。
　山内　赤ちゃんの癖で、右側を下に
することが多い場合は右側がなりやす
いのでしょうか。
　守本　ありますね。それが頭位性中
耳炎といわれるものです。例えば、い
つも右を下にしていたとか、左を下に
していたとか、有意に下にしていたほ
うの中耳炎が多かったりするのです。
おそらく胃酸が逆流して、例えば右下
にしていると右のほうにばかり胃酸が
行ってしまったために、中耳炎になり
やすかったと考えています。
　山内　赤ちゃんの場合ですと、中耳
炎の症状といいますか、どのようなこ
とで気がつかれるのでしょうか。
　守本　中耳炎にも２つあって、いわ
ゆる急性中耳炎というのは、ウイルス
や菌により耳が痛い中耳炎で、熱が出
たりするのです。例えばどこも悪くな
い、鼻水が出ているけれども、そんな
に熱が出るような状態ではないのに、
というときに耳を見ると、実は鼓膜が
真っ赤になっていたりとか、うみがた
まっていたりして、それが原因で熱が
出ることもあるのです。
　それに対して慢性的な痛くない滲出

性中耳炎があります。それは例えば頭
位性中耳炎などもそうですが、いつの
間にか胃酸の刺激によって鼓膜の裏側
にだんだん水がたまってきてしまって
いる状態だと、菌が入っているわけで
はないので痛くはない。そういうもの
ですと、どちらかというと聞こえが悪
くなったり、反応が悪くなったりしま
す。
　山内　難聴の症状ですね。
　守本　そうですね。
　山内　それで気がつかれるけれども、
小さいころはわかりにくいですね。
　守本　わかりにくいです。特に片方
だけ中耳炎だったりするとわかりにく
いです。もう片方がよく聞こえていま
すから、音にも振り向きます。ただ、
両方ともそうやって水がたまってしま
うと、例えばちょっとした物音に反応
しなかったりとか、本来成長とともに
言葉が出てくるのになかなか言葉らし
いものが出てこなかったりとか、そう
いうことでわかってくることがありま
す。
　山内　言葉が遅いなどといった場合
も、念のために耳はちゃんと調べる。
当たり前かもしれませんが、もう一遍
そのあたりも徹底したほうがよいです
ね。
　守本　言葉が遅いといって、耳をみ
たら中耳炎になっていて、水がたまっ
ていて、水を抜いてあげるような治療
をしてあげると、音に対する反応もよ

くなって、急に言葉も出てきて、その
治療をしてから１カ月ぐらいでしゃべ
り出したということもあるのです。
　今、新生児聴覚スクリーニングとい
って、生まれたばかりの赤ちゃんに難
聴がないかどうかを調べることをして
いるのですが、そこで大丈夫だったと
しても、水がたまるような中耳炎で聞
こえが悪くなってくることがあるので、
音が聞こえないとか、言葉が遅いなと
いうことがあったら、必ずもう一回耳
鼻科で診てもらってくださいという話
はしています。
　山内　慢性化したり気がつくのが遅
れそうな感じがするのですが、そのわ
りには治療すると予後はいいとみてよ
いでしょうか。
　守本　治療さえすれば聞こえもよく
なりますし、そんなに重くない方の場
合、基本的には小学校に入るまでには
自然に治っているという報告もありま
す。
　山内　乳児の場合に限っての中耳炎
になる危険因子ですが、寝かせ方以外
に目につくものといえばどんなものが
あるのでしょうか。
　守本　鼻水が出て、赤ちゃんは自分
で鼻をかめないので、鼻の奥でずるず
るしていると、それで中耳炎になって
しまうことがあるのです。あとは、集
団保育なども危険因子です。集団保育
は、低年齢のうちから保育園に行った
りしていると、いろいろな細菌にさら

されることになります。もともと赤ち
ゃんの免疫というのは、お母さんか 
らもらった免疫が最初はありますが、
６～７カ月ぐらいになってくると下が
ってきて、自分の免疫ができるように
なってくるのは１歳半ぐらいになって
からですので、その時期は本当に弱い
のです。そこに集団保育していると、
かわるがわるいろいろな細菌をもらっ
てきて中耳炎になってしまう。それか
ら、集団保育しなかったとしても、３～
４歳のお兄ちゃんやお姉ちゃんがいて、
幼稚園からいろいろな細菌をもらって
きては赤ちゃんにべたべたとうつして
しまうと、やはりなりやすくなると思
います。
　山内　そのあたりは、予防といって
も、保育園をどうするかになりますか
ら難しいですね。
　守本　そうなのです。社会的に今女
性が進出していますし、保育園に行か
ないわけにもいかないですから、やれ
るだけのことをやっていただく。例え
ば保育園に行って鼻水が出たら、鼻水
を取ることができるし、頻回に鼻水を
吸ってあげることもできます。今は家
庭用の吸引器とかもあるので、そうい
った家庭用の吸引器を使ってまめに鼻
水を取っていただいたりして、様子を
見ていただく。あと、風邪を引かない
ように気をつけていただくことが大事
だと思います。
　もう一つはたばこです。最近吸って
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はおなかいっぱいになると吐きやすい
ので、そう考えると必ず一回一回やっ
たほうがいいのかと思います。母乳育
児の添い乳をしてしまって、添い乳し
ても必ず起こしてあげればいいのです
が、寝かせたままになってしまうのは
気をつけたほうがいいかと思います。
　山内　赤ちゃんの癖で、右側を下に
することが多い場合は右側がなりやす
いのでしょうか。
　守本　ありますね。それが頭位性中
耳炎といわれるものです。例えば、い
つも右を下にしていたとか、左を下に
していたとか、有意に下にしていたほ
うの中耳炎が多かったりするのです。
おそらく胃酸が逆流して、例えば右下
にしていると右のほうにばかり胃酸が
行ってしまったために、中耳炎になり
やすかったと考えています。
　山内　赤ちゃんの場合ですと、中耳
炎の症状といいますか、どのようなこ
とで気がつかれるのでしょうか。
　守本　中耳炎にも２つあって、いわ
ゆる急性中耳炎というのは、ウイルス
や菌により耳が痛い中耳炎で、熱が出
たりするのです。例えばどこも悪くな
い、鼻水が出ているけれども、そんな
に熱が出るような状態ではないのに、
というときに耳を見ると、実は鼓膜が
真っ赤になっていたりとか、うみがた
まっていたりして、それが原因で熱が
出ることもあるのです。
　それに対して慢性的な痛くない滲出

性中耳炎があります。それは例えば頭
位性中耳炎などもそうですが、いつの
間にか胃酸の刺激によって鼓膜の裏側
にだんだん水がたまってきてしまって
いる状態だと、菌が入っているわけで
はないので痛くはない。そういうもの
ですと、どちらかというと聞こえが悪
くなったり、反応が悪くなったりしま
す。
　山内　難聴の症状ですね。
　守本　そうですね。
　山内　それで気がつかれるけれども、
小さいころはわかりにくいですね。
　守本　わかりにくいです。特に片方
だけ中耳炎だったりするとわかりにく
いです。もう片方がよく聞こえていま
すから、音にも振り向きます。ただ、
両方ともそうやって水がたまってしま
うと、例えばちょっとした物音に反応
しなかったりとか、本来成長とともに
言葉が出てくるのになかなか言葉らし
いものが出てこなかったりとか、そう
いうことでわかってくることがありま
す。
　山内　言葉が遅いなどといった場合
も、念のために耳はちゃんと調べる。
当たり前かもしれませんが、もう一遍
そのあたりも徹底したほうがよいです
ね。
　守本　言葉が遅いといって、耳をみ
たら中耳炎になっていて、水がたまっ
ていて、水を抜いてあげるような治療
をしてあげると、音に対する反応もよ

くなって、急に言葉も出てきて、その
治療をしてから１カ月ぐらいでしゃべ
り出したということもあるのです。
　今、新生児聴覚スクリーニングとい
って、生まれたばかりの赤ちゃんに難
聴がないかどうかを調べることをして
いるのですが、そこで大丈夫だったと
しても、水がたまるような中耳炎で聞
こえが悪くなってくることがあるので、
音が聞こえないとか、言葉が遅いなと
いうことがあったら、必ずもう一回耳
鼻科で診てもらってくださいという話
はしています。
　山内　慢性化したり気がつくのが遅
れそうな感じがするのですが、そのわ
りには治療すると予後はいいとみてよ
いでしょうか。
　守本　治療さえすれば聞こえもよく
なりますし、そんなに重くない方の場
合、基本的には小学校に入るまでには
自然に治っているという報告もありま
す。
　山内　乳児の場合に限っての中耳炎
になる危険因子ですが、寝かせ方以外
に目につくものといえばどんなものが
あるのでしょうか。
　守本　鼻水が出て、赤ちゃんは自分
で鼻をかめないので、鼻の奥でずるず
るしていると、それで中耳炎になって
しまうことがあるのです。あとは、集
団保育なども危険因子です。集団保育
は、低年齢のうちから保育園に行った
りしていると、いろいろな細菌にさら

されることになります。もともと赤ち
ゃんの免疫というのは、お母さんか 
らもらった免疫が最初はありますが、
６～７カ月ぐらいになってくると下が
ってきて、自分の免疫ができるように
なってくるのは１歳半ぐらいになって
からですので、その時期は本当に弱い
のです。そこに集団保育していると、
かわるがわるいろいろな細菌をもらっ
てきて中耳炎になってしまう。それか
ら、集団保育しなかったとしても、３～
４歳のお兄ちゃんやお姉ちゃんがいて、
幼稚園からいろいろな細菌をもらって
きては赤ちゃんにべたべたとうつして
しまうと、やはりなりやすくなると思
います。
　山内　そのあたりは、予防といって
も、保育園をどうするかになりますか
ら難しいですね。
　守本　そうなのです。社会的に今女
性が進出していますし、保育園に行か
ないわけにもいかないですから、やれ
るだけのことをやっていただく。例え
ば保育園に行って鼻水が出たら、鼻水
を取ることができるし、頻回に鼻水を
吸ってあげることもできます。今は家
庭用の吸引器とかもあるので、そうい
った家庭用の吸引器を使ってまめに鼻
水を取っていただいたりして、様子を
見ていただく。あと、風邪を引かない
ように気をつけていただくことが大事
だと思います。
　もう一つはたばこです。最近吸って

ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019） （363）  4342 （362） ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019）

1905本文.indd   42-43 2019/04/11   11:10



いる人はだいぶ減ってはきていると思
うのですが、たばこを吸っている方が
周りにいると、やはりそれも危険因子
といわれています。

　山内　いろいろと気をつけなければ
ならないですね。ありがとうございま
した。

東京女子医科大学皮膚科学講座　教授・講座主任
石　黒　直　子

（聞き手　池田志斈）

　特発性色素性紫斑についてご教示ください。
　82歳の女性、反復性膀胱炎で通院中です。入浴時に偶然、両膝にそれぞれ径
２㎝ほどの楕円形様の濃赤調の皮疹があることに気がついたそうです。そう痒
感はなく、皮膚科受診にて上記疾患と診断されました。病巣感染や薬剤との関
連はいかがでしょうか。

＜大阪府開業医＞

特発性色素性紫斑

　池田　石黒先生、特発性色素性紫斑
病についてですが、ちょっと耳慣れな
い病気です。これはどのようなものな
のでしょうか。
　石黒　特発性色素性紫斑は、比較的
皮膚科の領域では珍しくない疾患で、
一般的には両方の下腿、足に見られる
疾患です。１～３㎝ぐらいの赤紫もし
くは赤茶色の斑、盛り上がらない、色
のついた斑が幾つかできるような疾患
です。よく見ると、その中に細かい出
血点が見られるといった特徴がありま
す。
　池田　質問でもそう痒感はないとい
うことですが、かゆみはないのでしょ
うか。

　石黒　そう痒感は患者さんによって
はあります。特に、表面が少しかさか
さしたような症状をお持ちの方は、か
ゆみが出ることがあります。
　池田　基本的にはかゆみがなくて、
盛り上がっていない、出血を伴うよう
な赤みということですね。
　石黒　そうです。
　池田　この紹介の方は82歳・女性と
いうことですが、年齢とか性別で、で
きやすい方はあるのでしょうか。
　石黒　中高年の方に多いようなので
すが、男女差はあまりないように感じ
ています。女性でも男性でも見られる
と思います。
　池田　病名が特発性とあるのですが、
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