
分と考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　単回で終わる方と、場合によ
っては３回以上という方もいらっしゃ
るようですが、これらの方ではバック
グラウンドが違うのでしょうか。
　新島　単発または３回以内の人は遺
伝的な素因、つまり、両親のどちらか
が熱性痙攣があって、熱が出たときに
痙攣を起こしやすいタイプの方です。
熱性痙攣が３回以上の人は10人中１人、
つまり、100人中10人ですが、その中
の３人、全体の３％がてんかん、100
人中７人（７％）が熱性痙攣の複雑型
といわれていますので、繰り返す場合
はバックグラウンドにてんかんがない
かをきちんと考慮しなければいけない
ことになります。
　山内　むしろ熱性痙攣よりはてんか
んと考えてよいのでしょうか。
　新島　そうですね。例えば、てんか
んと熱性痙攣の違いですと、熱性痙攣
は時間が短かったり、単発だったり、
痙攣が両側性で左右差がなかったりし
ます。てんかんの場合は意識障害の時
間が長かったり、左右差があったり、
１回の痙攣時間が長かったりと、怪し
い症状があると、てんかんを疑って脳
波検査を勧めることになると思います。
　山内　より複雑な感じで出てくるの
ですね。
　新島　そうです。
　山内　脳波はとれればとったほうが

よいのでしょうか。
　新島　全員とる必要はないことも今
度できた2015年のガイドラインに載っ
ています。熱性痙攣の頻度は欧米では
３％、日本では７％といわれています
ので、日本人の７％の方が、全員脳波
をとると脳波室がパンク状態となり、
たいへんなことになるので、①痙攣発
作を繰り返す人、②痙攣に左右差があ
る人、③１回の痙攣時間や意識消失時
間が長い人など、そういう特徴的な、
普通の熱性痙攣と違う症状がある方を
セレクトして脳波をとるのが、今日本
の趨勢だと思います。
　山内　少し戻りますが、初めに一生
に１回や３回以内のタイプの方は、遺
伝的なものがあるのではないかという
話が出ましたが、遺伝が関係するもの
なのでしょうか。
　新島　お父様、お母様のどちらかが
熱性痙攣があるとか、両親ともにある
という方はやはり多いです。遺伝的な
ものを疑わせるものとして、欧米の熱
性痙攣の頻度が３％、日本の熱性痙攣
の頻度が７％、世界で一番多いグアム
島が15％というデータがありますので、
小さい島国で、いろいろな人ではなく、
なるべく同じ単一民族同士で結婚して
いる人が頻度が多いということは、や
はり遺伝的な素因を裏づけるデータで
はないかと思います。
　山内　メカニズムについてはなかな
か解明は難しいのかもしれませんが、

順天堂大学名誉教授
新　島　新　一

（聞き手　山内俊一）

　熱性痙攣に対するDZP坐薬の予防投与についてご教示ください。
　１病日　発熱に気づき、すぐにDZP坐薬を１回目挿肛、22時。
　２病日　発熱持続し、DZP坐薬の２回目挿肛、７時。午後から解熱。
　３病日　日中は発熱なし。20時に再度発熱に気づく。
　上記のような場合に、
　１．３回目はいつ挿肛すべきでしょうか？
　２．あらたな発熱と考えて、３病日の20時に挿肛すべきか？
　３．  ３病日の20時に挿肛した場合（３回目）、発熱持続時はその８時間後に

４回目の挿肛を行うべきか？
　４．３病日の20時に挿肛しない場合、その後の対処は？

　「熱性けいれん診療ガイドライン　2015」p55　６行目に「三浦らの検討か
ら８時間後に追加投与を行えば、ジアゼパム濃度は36～48時間治療域内に保
たれることが判明しており、」との記載があります。
　熱性けいれんをたびたび起こすため、発作を非常に心配されている保護者 

（日中預かり世話をする祖父母）へ、どのようにDZP坐薬使用を説明、指導す
べきでしょうか。
 ＜大分県開業医＞

熱性痙攣に対するDZP坐薬の予防投与

　山内　熱性痙攣は一般的には１回だ
けで終わるような気もするのですが、
再発の頻度はいかがでしょうか。
　新島　一般的な頻度で申しますと、
一生の間で１回だけある熱性痙攣とい

う方はだいたい50％、約半分といわれ
ていて、２回起こす熱性痙攣というの
は40％、３回以上の人は残りの10％と
いうことになります。ですから、頻度
的には１回で終わる人が熱性痙攣の半
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分と考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　単回で終わる方と、場合によ
っては３回以上という方もいらっしゃ
るようですが、これらの方ではバック
グラウンドが違うのでしょうか。
　新島　単発または３回以内の人は遺
伝的な素因、つまり、両親のどちらか
が熱性痙攣があって、熱が出たときに
痙攣を起こしやすいタイプの方です。
熱性痙攣が３回以上の人は10人中１人、
つまり、100人中10人ですが、その中
の３人、全体の３％がてんかん、100
人中７人（７％）が熱性痙攣の複雑型
といわれていますので、繰り返す場合
はバックグラウンドにてんかんがない
かをきちんと考慮しなければいけない
ことになります。
　山内　むしろ熱性痙攣よりはてんか
んと考えてよいのでしょうか。
　新島　そうですね。例えば、てんか
んと熱性痙攣の違いですと、熱性痙攣
は時間が短かったり、単発だったり、
痙攣が両側性で左右差がなかったりし
ます。てんかんの場合は意識障害の時
間が長かったり、左右差があったり、
１回の痙攣時間が長かったりと、怪し
い症状があると、てんかんを疑って脳
波検査を勧めることになると思います。
　山内　より複雑な感じで出てくるの
ですね。
　新島　そうです。
　山内　脳波はとれればとったほうが

よいのでしょうか。
　新島　全員とる必要はないことも今
度できた2015年のガイドラインに載っ
ています。熱性痙攣の頻度は欧米では
３％、日本では７％といわれています
ので、日本人の７％の方が、全員脳波
をとると脳波室がパンク状態となり、
たいへんなことになるので、①痙攣発
作を繰り返す人、②痙攣に左右差があ
る人、③１回の痙攣時間や意識消失時
間が長い人など、そういう特徴的な、
普通の熱性痙攣と違う症状がある方を
セレクトして脳波をとるのが、今日本
の趨勢だと思います。
　山内　少し戻りますが、初めに一生
に１回や３回以内のタイプの方は、遺
伝的なものがあるのではないかという
話が出ましたが、遺伝が関係するもの
なのでしょうか。
　新島　お父様、お母様のどちらかが
熱性痙攣があるとか、両親ともにある
という方はやはり多いです。遺伝的な
ものを疑わせるものとして、欧米の熱
性痙攣の頻度が３％、日本の熱性痙攣
の頻度が７％、世界で一番多いグアム
島が15％というデータがありますので、
小さい島国で、いろいろな人ではなく、
なるべく同じ単一民族同士で結婚して
いる人が頻度が多いということは、や
はり遺伝的な素因を裏づけるデータで
はないかと思います。
　山内　メカニズムについてはなかな
か解明は難しいのかもしれませんが、

順天堂大学名誉教授
新　島　新　一

（聞き手　山内俊一）

　熱性痙攣に対するDZP坐薬の予防投与についてご教示ください。
　１病日　発熱に気づき、すぐにDZP坐薬を１回目挿肛、22時。
　２病日　発熱持続し、DZP坐薬の２回目挿肛、７時。午後から解熱。
　３病日　日中は発熱なし。20時に再度発熱に気づく。
　上記のような場合に、
　１．３回目はいつ挿肛すべきでしょうか？
　２．あらたな発熱と考えて、３病日の20時に挿肛すべきか？
　３．  ３病日の20時に挿肛した場合（３回目）、発熱持続時はその８時間後に

４回目の挿肛を行うべきか？
　４．３病日の20時に挿肛しない場合、その後の対処は？

　「熱性けいれん診療ガイドライン　2015」p55　６行目に「三浦らの検討か
ら８時間後に追加投与を行えば、ジアゼパム濃度は36～48時間治療域内に保
たれることが判明しており、」との記載があります。
　熱性けいれんをたびたび起こすため、発作を非常に心配されている保護者 

（日中預かり世話をする祖父母）へ、どのようにDZP坐薬使用を説明、指導す
べきでしょうか。
 ＜大分県開業医＞

熱性痙攣に対するDZP坐薬の予防投与

　山内　熱性痙攣は一般的には１回だ
けで終わるような気もするのですが、
再発の頻度はいかがでしょうか。
　新島　一般的な頻度で申しますと、
一生の間で１回だけある熱性痙攣とい

う方はだいたい50％、約半分といわれ
ていて、２回起こす熱性痙攣というの
は40％、３回以上の人は残りの10％と
いうことになります。ですから、頻度
的には１回で終わる人が熱性痙攣の半
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ということです。
　非常にまれですが、痙攣性素因が強
い人とか、その中に隠れているてんか
んの人たちを予防する場合には、３回
目のDZP坐薬使用も必要になってくる
場合もあります。一般的には１回目と
８時間後の２回目だけでいいというの
が皆さんに覚えていただきたいことで
す。３回目が必要となるようなケース
は、初回から24時間後に３回目を入れ
るのが一般的なようです。
　それからさらに何度も何度も入れる
と、血中濃度が上昇しすぎて、意識レ
ベルがどろどろになってしまいます。
意識レベル低下の理由としては、活性
型のNデスメチルジアゼパムというの
が非常に蓄積するので、うとうとした
り、鎮静したり、ふらついたりするこ
とがいわれています。24時間後に入れ
た場合は次に４回目を入れることはほ
とんどないですが、４回目を入れると
したらその後24時間ごとに使用します。
最初は８時間後と16時間後、その次は
24時間、24時間というように、どうし
ても入れたい方はそういう方法もある
といわれていますが、初回と８時間後
の２回で十分だろうと思います。
　山内　実際に見ることはほとんどな
いと考えてよいのですね。
　新島　頻回に使用したとしても３回
でしょうね。
　山内　例えば、２回起こしたことが
ある。こういう方では、特に親御さん

は不安だと思われますが、こういった
ケースではひょっとしたらまた、とい
う場合に備えて予防投薬をすることは
あるのでしょうか。
　新島　ジアゼパム坐薬の投薬に関し
ては、初発から１年はきちんと予防し
ましょう。あと、４～５歳ぐらいにな
ったら起こさなくなるので、それまで
は使ってもいいでしょうというのが一
般的にいわれています。２回も３回も
起こす人は、予防的に投与する場合は
最終発作から１～２年とか、年齢が 
４～５歳までということになると思い
ます。
　山内　発熱が出てきたというときに
予防的に投与しても構わないのですね。
　新島　ということになると思います。
　山内　親御さんが家に置いておきた
いという話になりますか。
　新島　冷蔵庫に保存したり、旅行の
ときに保冷剤と一緒にお持ちになる親
御さんも多いようです。また、学校で
熱が出たときにお尻から入れてもらう
ために、学校の冷蔵庫に預けている方
もいらっしゃいました。学校に預けて
いるというのは混乱する話なのですが、
熱性痙攣自体は４～５歳までなのです
が、これはジアゼパム坐薬をてんかん
に使用する場合の話です。その辺は誤
解がないようにしていただきたいと思
います。
　山内　ジアゼパムの副作用ですが、
先ほどありました、かなりふらつきな

わかりつつあるものは何かあるのでし
ょうか。
　新島　メカニズムというのは、例え
ば疲れや発熱、ストレスがあったりな
ど、一つの原因としては細胞の中にナ
トリウムが流入して、異常な活動電位
を起こすということで、そういうNaチ
ャンネルの異常が一つ、いわれていま
す。
　山内　そのあたりが関与してくると
いうことになりますと、いろいろな疾
患でも広く見られる現象かもしれませ
んので、今後解明されると、おもしろ
い知見が出てくるかもしれませんね。
　新島　そうですね。
　山内　では治療に移ります。まず最
初に熱性痙攣自体に対するジアゼパム
坐薬の投与ですが、これはやらなくて
もいいという意見もあるようですが、
このあたりはいかがなのでしょう。
　新島　親御さんとしては二度と（わ
が子の）痙攣を見たくないということ
から、ジアゼパム坐薬を投与したがる
のですが、例えば痙攣が長かったり、
左右差があったりと、熱性痙攣だけで
はなくて、脳炎脳症の鑑別も必要とな
ります。ジアゼパム坐薬を使用します
と、意識レベルが下がりますので、そ
ういう脳炎・脳症などの症状をマスク
してしまう可能性があります。決めら
れた患者さん、脳炎脳症が明らかにな
いとか、繰り返す熱性痙攣だという人
には使ってもいいかもしれません。あ

と、先ほどお話ししたように、半分の
方は単発で、一生の間に１回ですから、
使う必要はないというのが今回のガイ
ドラインで皆様から意見が出たところ
です。
　山内　実際は親御さんがパニック状
態ですから、なかなか経過を見るのは
難しいので、使うことも多いとみてよ
いのですね。
　新島　そうですね。ですから、繰り
返す方とか、二度と発作を見たくない
親御さんなどは、社会的な適応で、医
学的適応でなく使うケースも多いので
はないかと思います。
　山内　この質問ですが、１病日のと
きにジアゼパムを１回挿入した。２病
日のときにももう１回挿入した。３病
日目も来た。どうしましょうかという
ことですが。連続で来た場合の対応の
仕方を教えていただけますか。
　新島　一般的に熱性痙攣のためのジ
アゼパム坐薬は、入れるとだいたい15
分ぐらいで有効血中濃度に達し、その
後８時間ぐらいその血中濃度が維持す
るといわれています。ですから、２回
目の坐薬は８時間後に入れます。２回
目の坐薬を入れますと、その後16時間、
つまり初発から24時間以上はその効果
が続きます。24時間以内の再発が多い
ことから最初の24時間を予防すること
が非常に重要だといわれているので、
一般的には初回と８時間後の２回目の
ジアゼパム坐薬使用だけで十分だろう
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ということです。
　非常にまれですが、痙攣性素因が強
い人とか、その中に隠れているてんか
んの人たちを予防する場合には、３回
目のDZP坐薬使用も必要になってくる
場合もあります。一般的には１回目と
８時間後の２回目だけでいいというの
が皆さんに覚えていただきたいことで
す。３回目が必要となるようなケース
は、初回から24時間後に３回目を入れ
るのが一般的なようです。
　それからさらに何度も何度も入れる
と、血中濃度が上昇しすぎて、意識レ
ベルがどろどろになってしまいます。
意識レベル低下の理由としては、活性
型のNデスメチルジアゼパムというの
が非常に蓄積するので、うとうとした
り、鎮静したり、ふらついたりするこ
とがいわれています。24時間後に入れ
た場合は次に４回目を入れることはほ
とんどないですが、４回目を入れると
したらその後24時間ごとに使用します。
最初は８時間後と16時間後、その次は
24時間、24時間というように、どうし
ても入れたい方はそういう方法もある
といわれていますが、初回と８時間後
の２回で十分だろうと思います。
　山内　実際に見ることはほとんどな
いと考えてよいのですね。
　新島　頻回に使用したとしても３回
でしょうね。
　山内　例えば、２回起こしたことが
ある。こういう方では、特に親御さん

は不安だと思われますが、こういった
ケースではひょっとしたらまた、とい
う場合に備えて予防投薬をすることは
あるのでしょうか。
　新島　ジアゼパム坐薬の投薬に関し
ては、初発から１年はきちんと予防し
ましょう。あと、４～５歳ぐらいにな
ったら起こさなくなるので、それまで
は使ってもいいでしょうというのが一
般的にいわれています。２回も３回も
起こす人は、予防的に投与する場合は
最終発作から１～２年とか、年齢が 
４～５歳までということになると思い
ます。
　山内　発熱が出てきたというときに
予防的に投与しても構わないのですね。
　新島　ということになると思います。
　山内　親御さんが家に置いておきた
いという話になりますか。
　新島　冷蔵庫に保存したり、旅行の
ときに保冷剤と一緒にお持ちになる親
御さんも多いようです。また、学校で
熱が出たときにお尻から入れてもらう
ために、学校の冷蔵庫に預けている方
もいらっしゃいました。学校に預けて
いるというのは混乱する話なのですが、
熱性痙攣自体は４～５歳までなのです
が、これはジアゼパム坐薬をてんかん
に使用する場合の話です。その辺は誤
解がないようにしていただきたいと思
います。
　山内　ジアゼパムの副作用ですが、
先ほどありました、かなりふらつきな

わかりつつあるものは何かあるのでし
ょうか。
　新島　メカニズムというのは、例え
ば疲れや発熱、ストレスがあったりな
ど、一つの原因としては細胞の中にナ
トリウムが流入して、異常な活動電位
を起こすということで、そういうNaチ
ャンネルの異常が一つ、いわれていま
す。
　山内　そのあたりが関与してくると
いうことになりますと、いろいろな疾
患でも広く見られる現象かもしれませ
んので、今後解明されると、おもしろ
い知見が出てくるかもしれませんね。
　新島　そうですね。
　山内　では治療に移ります。まず最
初に熱性痙攣自体に対するジアゼパム
坐薬の投与ですが、これはやらなくて
もいいという意見もあるようですが、
このあたりはいかがなのでしょう。
　新島　親御さんとしては二度と（わ
が子の）痙攣を見たくないということ
から、ジアゼパム坐薬を投与したがる
のですが、例えば痙攣が長かったり、
左右差があったりと、熱性痙攣だけで
はなくて、脳炎脳症の鑑別も必要とな
ります。ジアゼパム坐薬を使用します
と、意識レベルが下がりますので、そ
ういう脳炎・脳症などの症状をマスク
してしまう可能性があります。決めら
れた患者さん、脳炎脳症が明らかにな
いとか、繰り返す熱性痙攣だという人
には使ってもいいかもしれません。あ

と、先ほどお話ししたように、半分の
方は単発で、一生の間に１回ですから、
使う必要はないというのが今回のガイ
ドラインで皆様から意見が出たところ
です。
　山内　実際は親御さんがパニック状
態ですから、なかなか経過を見るのは
難しいので、使うことも多いとみてよ
いのですね。
　新島　そうですね。ですから、繰り
返す方とか、二度と発作を見たくない
親御さんなどは、社会的な適応で、医
学的適応でなく使うケースも多いので
はないかと思います。
　山内　この質問ですが、１病日のと
きにジアゼパムを１回挿入した。２病
日のときにももう１回挿入した。３病
日目も来た。どうしましょうかという
ことですが。連続で来た場合の対応の
仕方を教えていただけますか。
　新島　一般的に熱性痙攣のためのジ
アゼパム坐薬は、入れるとだいたい15
分ぐらいで有効血中濃度に達し、その
後８時間ぐらいその血中濃度が維持す
るといわれています。ですから、２回
目の坐薬は８時間後に入れます。２回
目の坐薬を入れますと、その後16時間、
つまり初発から24時間以上はその効果
が続きます。24時間以内の再発が多い
ことから最初の24時間を予防すること
が非常に重要だといわれているので、
一般的には初回と８時間後の２回目の
ジアゼパム坐薬使用だけで十分だろう
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泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅳ）

獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター准教授
小　堀　善　友

（聞き手　大西　真）

精巣・精子のアンチエイジング

　大西　小堀先生、本日は泌尿器領域
の抗加齢医学の最前線ということで、
精巣・精子のアンチエイジングという
テーマでうかがいたいと思います。
　まず初めに、男性不妊症が最近増え
ていると聞くのですが、そのあたりの
状況や想定される原因について教えて
いただけますか。
　小堀　まず、今、６カップルに１カ
ップルが不妊症であるといわれていま
す。最近の報告では5.5カップルに１カ
ップルともいわれていて、徐々に増え
てきているのではないかと考えられま
す。そして、その中の50％弱ぐらいが
男性因子がかかわってきている不妊症
ではないかということが、WHO（世
界保健機関）でも報告されています。
　大西　これは日本だけではなくて、
欧米とか世界的な状況と考えてよいの
でしょうか。
　小堀　おっしゃるとおりで、不妊症
の原因というのは多くは年齢がかかわ
ってくるのですが、晩婚化こそが先進
国がかかわってきている問題なのです。

そういうこともあって、不妊症という
問題自体は全先進国で起こり得る問題
であると考えられます。
　大西　その原因は、どういったこと
が考えられているのでしょうか。
　小堀　治療可能な男性不妊症の原因
としては、30％ほどが精索静脈瘤とい
うものがあります。具体的にどういう
ものかというと、主に左側の陰囊にで
きる精巣の静脈瘤なのですが、静脈瘤
があると、昔は精巣の周りの温度が上
がるために精子ができづらくなるとい
われていました。
　大西　そういうことがいわれていま
したね。
　小堀　しかし、最近では逆流血によ
る酸化ストレス、老化のストレスです
ね、そういうものが原因で精子ができ
づらくなると指摘されています。
　大西　精索静脈瘤は先天的というか、
後天的といいますか。
　小堀　下肢の静脈瘤と一緒なのです
が、どうしても精巣や足は心臓よりも
低い位置にあるので、徐々に静脈瘤が

どが出てくるのですね。
　新島　そうです。
　山内　このあたりのところが大きな
副作用と見てよいのでしょうか。
　新島　入れると、酔っ払った方のよ
うにふらついたり、頭をぶつけそうに
なったりすることがあるので、ぜひ入
れた後はお子さまの様子を十分に見て
いただくことをお願いしています。
　山内　ジアゼパムというのはかなり
古い薬ですが、これを上回るものはい
まだにないということですか。
　新島　熱性痙攣を予防するためには
これが一番だろうといわれています。
ただ、痙攣を予防する治療としては、
最近ジアゼパムが効かない人に対して
はミダゾラムの点鼻を自宅で使う症例
もありますが、これは熱性痙攣ではな

くて重症のてんかん患者さんに限られ
ます。熱性痙攣に限ってはジアゼパム
が唯一認められている良い薬だろうと
思います。
　山内　熱が出たときに熱性痙攣は起
こるのですが、熱の程度によって違い
があるものなのでしょうか。
　新島　人によって閾値が低い人の場
合は37度５分前後で起こす人もいます
が、一般的には38度５分とか39度ぐら
いになってから痙攣を起こしてくる方
もいらっしゃるので、個人差があるの
ではないかと思います。あと、よくお
母様に聞かれるのは、37度５分で痙攣
が起きたのだけれども、その後は30分
後に38度、39度と出た。それも多分熱
性痙攣と考えていいだろうと思います。
　山内　ありがとうございました。
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