
慶應義塾大学医学部小児科専任講師
新　庄　正　宜

（聞き手　池田志斈）

　小児、特に乳幼児に対する抗インフルエンザ薬の選択と投与法（用量、期間
など）、注意点などについてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

小児・乳幼児に対する抗インフルエンザ薬

　池田　新庄先生、小児、特に乳幼児
に対する抗インフルエンザ薬の選択と
投与法という質問なのですが、具体的
に乳幼児に使うことができるインフル
エンザの治療薬にはどのようなものが
あるのでしょうか。
　新庄　今適用がある薬、そして現実
的に使える薬として、１番はオセルタ
ミビルリン酸塩です。オセルタミビル
リン酸塩は内服の薬ですが、２番目と
しては点滴のペラミビル水和物という
薬が使えると思います。それから、2018
年に出たバロキサビル マルボキシル
という薬も、幼児、10㎏以上のお子さ
んに使えることが承認されています。
　池田　大人とはちょっと吸入系が違
うということでしょうか。
　新庄　乳幼児は吸入を自分でするこ
とができないので、例えばラニナミビ

ルオクタン酸エステル水和物なども使
っていけないわけではないのですが、
自分で吸いなさいといっても、なかな
か吸えないので、現実的には難しいと
考えています。
　池田　同様にザナミビル水和物ドラ
イパウダーインヘラーもですね。
　新庄　ザナミビル水和物ドライパウ
ダーインヘラーは基本的には、５歳以
上で、自分でしっかり吸えれば大丈夫
かと思います。
　池田　どちらかというと、年齢もそ
うですが、患者さん自体が吸えるかど
うかということですね。
　新庄　吸入薬はそうですね。
　池田　オセルタミビルリン酸塩とバ
ロキサビル マルボキシル、ペラミビ
ル水和物はどのように使い分けられる
のでしょうか。

　新庄　オセルタミビルリン酸塩は経
口薬で、嘔吐・下痢などの副作用はあ
りえますが、比較的簡単に処方という
か、服用できるメリットがあるので、
一般的に乳幼児にインフルエンザの薬
を出す場合はオセルタミビルリン酸塩
を出します。例えば、合併症があった
りして入院しなければいけないとか、
どうしても経口薬がのめないけれども
重症感がある、そういった場合は点滴
を入れてペラミビル水和物を投与する。
そういうやり方をすると思います。
　池田　重症というのはどのような症
状なのでしょうか。
　新庄　けいれんを起こしていたり、
例えば肺炎を合併していたり、そうい
った入院の適応になるようなものがメ
インになると思います。
　池田　そのほか、脳症もありますね。
　新庄　そうですね。中枢神経合併症
などもそうです。
　池田　この状態にある方は、逆にい
うとオセルタミビルリン酸塩をのめな
いので、ラインを取っておいてペラミ
ビル水和物、プラス何かを点滴してい
くということですね。ペラミビル水和
物というのはどのくらいの時間、点滴
するのでしょうか。
　新庄　これは１日１回で、15分以上
かける方法です。
　池田　15分。すぐというわけではな
いのですね。
　新庄　ワンショットではなくて、15

分以上かけて使う薬で、効果が低けれ
ば、翌日とか翌々日も使えるといわれ
ています。
　池田　通常は１回だけですか。
　新庄　通常は１回です。
　池田　制限で１回だけかと思ったの
ですが、場合によっては翌日、またそ
の次も使えるのですね。
　新庄　そうです。限度があると書い
ていないのですが、おそらく治験では
３回までのデータしかないといわれて
います。３回までは使うことがあるか
もしれません。
　池田　それともう一つ、バロキサビ
ル マルボキシルですが、これはどの
ように選択されるのでしょうか。
　新庄　オセルタミビルリン酸塩は１
日２回を５日間で、10回のむのですが、
バロキサビル マルボキシルは１日１
回だけでいいという非常に便利な薬で
す。注意しなければいけないのは、今
のところ錠剤しかないことと、治療し
ている小児の30％くらいから耐性ウイ
ルスが出るといわれています。
　池田　耐性ウイルスといいますと、
お子さんの中で変わっていくという考
えなのでしょうか。
　新庄　中で変わっていくのではなく、
もともとかなり少ない頻度でそういう
ウイルスがいて、ウイルスの薬をのむ
ことによって、前面に出てくるのでは
ないかといわれています。
　池田　ウイルスといっても、いろい
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慶應義塾大学医学部小児科専任講師
新　庄　正　宜

（聞き手　池田志斈）

　小児、特に乳幼児に対する抗インフルエンザ薬の選択と投与法（用量、期間
など）、注意点などについてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

小児・乳幼児に対する抗インフルエンザ薬

　池田　新庄先生、小児、特に乳幼児
に対する抗インフルエンザ薬の選択と
投与法という質問なのですが、具体的
に乳幼児に使うことができるインフル
エンザの治療薬にはどのようなものが
あるのでしょうか。
　新庄　今適用がある薬、そして現実
的に使える薬として、１番はオセルタ
ミビルリン酸塩です。オセルタミビル
リン酸塩は内服の薬ですが、２番目と
しては点滴のペラミビル水和物という
薬が使えると思います。それから、2018
年に出たバロキサビル マルボキシル
という薬も、幼児、10㎏以上のお子さ
んに使えることが承認されています。
　池田　大人とはちょっと吸入系が違
うということでしょうか。
　新庄　乳幼児は吸入を自分でするこ
とができないので、例えばラニナミビ

ルオクタン酸エステル水和物なども使
っていけないわけではないのですが、
自分で吸いなさいといっても、なかな
か吸えないので、現実的には難しいと
考えています。
　池田　同様にザナミビル水和物ドラ
イパウダーインヘラーもですね。
　新庄　ザナミビル水和物ドライパウ
ダーインヘラーは基本的には、５歳以
上で、自分でしっかり吸えれば大丈夫
かと思います。
　池田　どちらかというと、年齢もそ
うですが、患者さん自体が吸えるかど
うかということですね。
　新庄　吸入薬はそうですね。
　池田　オセルタミビルリン酸塩とバ
ロキサビル マルボキシル、ペラミビ
ル水和物はどのように使い分けられる
のでしょうか。

　新庄　オセルタミビルリン酸塩は経
口薬で、嘔吐・下痢などの副作用はあ
りえますが、比較的簡単に処方という
か、服用できるメリットがあるので、
一般的に乳幼児にインフルエンザの薬
を出す場合はオセルタミビルリン酸塩
を出します。例えば、合併症があった
りして入院しなければいけないとか、
どうしても経口薬がのめないけれども
重症感がある、そういった場合は点滴
を入れてペラミビル水和物を投与する。
そういうやり方をすると思います。
　池田　重症というのはどのような症
状なのでしょうか。
　新庄　けいれんを起こしていたり、
例えば肺炎を合併していたり、そうい
った入院の適応になるようなものがメ
インになると思います。
　池田　そのほか、脳症もありますね。
　新庄　そうですね。中枢神経合併症
などもそうです。
　池田　この状態にある方は、逆にい
うとオセルタミビルリン酸塩をのめな
いので、ラインを取っておいてペラミ
ビル水和物、プラス何かを点滴してい
くということですね。ペラミビル水和
物というのはどのくらいの時間、点滴
するのでしょうか。
　新庄　これは１日１回で、15分以上
かける方法です。
　池田　15分。すぐというわけではな
いのですね。
　新庄　ワンショットではなくて、15

分以上かけて使う薬で、効果が低けれ
ば、翌日とか翌々日も使えるといわれ
ています。
　池田　通常は１回だけですか。
　新庄　通常は１回です。
　池田　制限で１回だけかと思ったの
ですが、場合によっては翌日、またそ
の次も使えるのですね。
　新庄　そうです。限度があると書い
ていないのですが、おそらく治験では
３回までのデータしかないといわれて
います。３回までは使うことがあるか
もしれません。
　池田　それともう一つ、バロキサビ
ル マルボキシルですが、これはどの
ように選択されるのでしょうか。
　新庄　オセルタミビルリン酸塩は１
日２回を５日間で、10回のむのですが、
バロキサビル マルボキシルは１日１
回だけでいいという非常に便利な薬で
す。注意しなければいけないのは、今
のところ錠剤しかないことと、治療し
ている小児の30％くらいから耐性ウイ
ルスが出るといわれています。
　池田　耐性ウイルスといいますと、
お子さんの中で変わっていくという考
えなのでしょうか。
　新庄　中で変わっていくのではなく、
もともとかなり少ない頻度でそういう
ウイルスがいて、ウイルスの薬をのむ
ことによって、前面に出てくるのでは
ないかといわれています。
　池田　ウイルスといっても、いろい
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ろなものの集合体なので、バロキサビ
ル マルボキシルが効くものはそのま
ま消えてしまって、効かないものが残
って増幅してくるという考えですか。
　新庄　そうです。
　池田　では、例えば何人か、お子さ
んのきょうだいがいる場合は、どうい
うことが起こりうるのでしょうか。
　新庄　きょうだいの間で耐性ウイル
スをうつしてしまう危険についての報
告も最近出るようになってきました。
　池田　その際、例えばお兄ちゃんが
インフルエンザになって、バロキサビ
ル マルボキシルでよくなったとしま
す。そうすると、下の子がもし耐性ウ
イルスになると、バロキサビル マル
ボキシルをのんだ場合、どのような経
緯になっていくのでしょうか。
　新庄　耐性ウイルスがお兄ちゃんか
ら出てきた場合は、バロキサビル マ
ルボキシルの効果のないウイルスを下
の子がもらってしまうので、バロキサ
ビル マルボキシルをのんだ場合は効
果が期待できないと思います。
　池田　ということは、バロキサビル 
マルボキシルをのんでも解熱もしない、
ある程度症状が続くのでしょうか。
　新庄　そういう可能性があります。
ただ、インフルエンザも人によっては
無治療ですぐよくなってしまう方もい
るので、必ずしも効いていないという
印象は受けないかもしれません。
　池田　個人個人によるのですね。

　新庄　そうです。ですので、例えば
バロキサビル マルボキシルをのんだ
お兄ちゃんからもらったと思われる場
合は、オセルタミビルリン酸塩とか、
別の抗インフルエンザ薬で治療したほ
うがいいといわれています。
　池田　そういったことが起こりうる
のですね。なかなか難しいところだと
思うのですが、例えばオセルタミビル
リン酸塩にしても、バロキサビル マ
ルボキシルにしても、幼稚園に行った
りとか、復学するということになると、
学校保健安全法で定められていること
をきちんと守ればいいのでしょうか。
　新庄　学校保健安全法で定められて
いるやり方を我々小児科医は推奨して
います。
　池田　例えば、バロキサビル マル
ボキシルをのんで、あとで少し耐性が
出た場合、また発熱したりすることは
あるのでしょうか。
　新庄　あります。再度発熱したり、
再度耐性ウイルスがちょっと外に出る
こともあるので、しっかりとした期間、
家にいることを勧められると思います。
　池田　解熱しても、確実に期間を守
って、それから復学すべきなのですね。
　新庄　そうです。
　池田　そこら辺の問題があるのです
ね。ラニナミビルオクタン酸エステル
水和物など、新しくネブライザー式の
ものが出るという話を聞いたのですが。
　新庄　販売承認がおりたのですが、

これであれば、自分で吸うわけではな
く、器械でネブライザー式に吸えるの
で、自分から吸えない小さな子どもで
も使えるといわれています。まだデー
タとしては多くないので、これからの
使用に期待されるかと思います。
　池田　ラニナミビルオクタン酸エス
テル水和物は、大人ですと２本吸いま
すね。乳幼児用は１本でいいのですか。
　新庄　乳幼児は１本でいいです。10
歳未満は１本で、10歳以上は２本。乳
幼児でも、もし吸えるようであれば１
本吸うかたちになります。
　池田　ネブライザーというのはどう
いうシステムなのでしょうか。耳鼻科
などに行きますと、スイッチをポンと
押すと、スーッとエアが出て、それか
ら吸っているようなものですか。
　新庄　それと同じようなかたちだと
思います。薬液を入れて、煙を出して、
それを吸うのです。
　池田　一般の家庭でできるものでは
なくて、医院に行って、ネブライザー
という器械で行うのですね。
　新庄　そうだと思います。
　池田　例えば、喘息の薬では、カセ
ット式のものが出て、シュッと押して、
その間、お子さんが吸うものもあるの
ですが、将来的にはそういうものが出
てこないのでしょうか。
　新庄　それは聞いていません。小さ
な子は、シュッと押すものもうまく吸
えないことが多いみたいなので、ネブ

ライザーのほうが確実かなと思います。
　池田　それであれば、そちらのほう
が１回だから簡単ですね。それからも
う一つ、乳幼児に対するワクチン、こ
れはどうされているのでしょうか。
　新庄　乳幼児に対してもワクチンは
推奨しています。
　池田　これも１回だけですか。
　新庄　乳幼児は２回です。
　池田　お子さんに注射するのはなか
なか難しいと思うのですが、お母さん
方には「２回やらないと免疫がつかな
いよ」という話をされているのですか。
　新庄　そうです。我々のデータでは
１回でつく方もいるので、推奨は２回
なのですが、１回だったから全く期待
できないという説明はしていないです。
基本的には２回をお勧めしているけれ
ども、結果的にそのシーズンにできな
くても、それを責めるものではないと
いうことです。
　池田　ちょっと余裕があるのですね。
どうしてもお子さんですと、１回打っ
て、ちょっと嫌な思いをすると、もう
行きたくないという方もいらっしゃい
ますよね。
　新庄　そういう方もいると思います。
ただ、お母さん方は、毎年中身が変わ
るし長く続かないので、毎年打たなけ
ればいけないものだとご存じの方が多
いので、あまりそういった問題になる
ことは多くないです。
　池田　ありがとうございました。
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ろなものの集合体なので、バロキサビ
ル マルボキシルが効くものはそのま
ま消えてしまって、効かないものが残
って増幅してくるという考えですか。
　新庄　そうです。
　池田　では、例えば何人か、お子さ
んのきょうだいがいる場合は、どうい
うことが起こりうるのでしょうか。
　新庄　きょうだいの間で耐性ウイル
スをうつしてしまう危険についての報
告も最近出るようになってきました。
　池田　その際、例えばお兄ちゃんが
インフルエンザになって、バロキサビ
ル マルボキシルでよくなったとしま
す。そうすると、下の子がもし耐性ウ
イルスになると、バロキサビル マル
ボキシルをのんだ場合、どのような経
緯になっていくのでしょうか。
　新庄　耐性ウイルスがお兄ちゃんか
ら出てきた場合は、バロキサビル マ
ルボキシルの効果のないウイルスを下
の子がもらってしまうので、バロキサ
ビル マルボキシルをのんだ場合は効
果が期待できないと思います。
　池田　ということは、バロキサビル 
マルボキシルをのんでも解熱もしない、
ある程度症状が続くのでしょうか。
　新庄　そういう可能性があります。
ただ、インフルエンザも人によっては
無治療ですぐよくなってしまう方もい
るので、必ずしも効いていないという
印象は受けないかもしれません。
　池田　個人個人によるのですね。

　新庄　そうです。ですので、例えば
バロキサビル マルボキシルをのんだ
お兄ちゃんからもらったと思われる場
合は、オセルタミビルリン酸塩とか、
別の抗インフルエンザ薬で治療したほ
うがいいといわれています。
　池田　そういったことが起こりうる
のですね。なかなか難しいところだと
思うのですが、例えばオセルタミビル
リン酸塩にしても、バロキサビル マ
ルボキシルにしても、幼稚園に行った
りとか、復学するということになると、
学校保健安全法で定められていること
をきちんと守ればいいのでしょうか。
　新庄　学校保健安全法で定められて
いるやり方を我々小児科医は推奨して
います。
　池田　例えば、バロキサビル マル
ボキシルをのんで、あとで少し耐性が
出た場合、また発熱したりすることは
あるのでしょうか。
　新庄　あります。再度発熱したり、
再度耐性ウイルスがちょっと外に出る
こともあるので、しっかりとした期間、
家にいることを勧められると思います。
　池田　解熱しても、確実に期間を守
って、それから復学すべきなのですね。
　新庄　そうです。
　池田　そこら辺の問題があるのです
ね。ラニナミビルオクタン酸エステル
水和物など、新しくネブライザー式の
ものが出るという話を聞いたのですが。
　新庄　販売承認がおりたのですが、

これであれば、自分で吸うわけではな
く、器械でネブライザー式に吸えるの
で、自分から吸えない小さな子どもで
も使えるといわれています。まだデー
タとしては多くないので、これからの
使用に期待されるかと思います。
　池田　ラニナミビルオクタン酸エス
テル水和物は、大人ですと２本吸いま
すね。乳幼児用は１本でいいのですか。
　新庄　乳幼児は１本でいいです。10
歳未満は１本で、10歳以上は２本。乳
幼児でも、もし吸えるようであれば１
本吸うかたちになります。
　池田　ネブライザーというのはどう
いうシステムなのでしょうか。耳鼻科
などに行きますと、スイッチをポンと
押すと、スーッとエアが出て、それか
ら吸っているようなものですか。
　新庄　それと同じようなかたちだと
思います。薬液を入れて、煙を出して、
それを吸うのです。
　池田　一般の家庭でできるものでは
なくて、医院に行って、ネブライザー
という器械で行うのですね。
　新庄　そうだと思います。
　池田　例えば、喘息の薬では、カセ
ット式のものが出て、シュッと押して、
その間、お子さんが吸うものもあるの
ですが、将来的にはそういうものが出
てこないのでしょうか。
　新庄　それは聞いていません。小さ
な子は、シュッと押すものもうまく吸
えないことが多いみたいなので、ネブ

ライザーのほうが確実かなと思います。
　池田　それであれば、そちらのほう
が１回だから簡単ですね。それからも
う一つ、乳幼児に対するワクチン、こ
れはどうされているのでしょうか。
　新庄　乳幼児に対してもワクチンは
推奨しています。
　池田　これも１回だけですか。
　新庄　乳幼児は２回です。
　池田　お子さんに注射するのはなか
なか難しいと思うのですが、お母さん
方には「２回やらないと免疫がつかな
いよ」という話をされているのですか。
　新庄　そうです。我々のデータでは
１回でつく方もいるので、推奨は２回
なのですが、１回だったから全く期待
できないという説明はしていないです。
基本的には２回をお勧めしているけれ
ども、結果的にそのシーズンにできな
くても、それを責めるものではないと
いうことです。
　池田　ちょっと余裕があるのですね。
どうしてもお子さんですと、１回打っ
て、ちょっと嫌な思いをすると、もう
行きたくないという方もいらっしゃい
ますよね。
　新庄　そういう方もいると思います。
ただ、お母さん方は、毎年中身が変わ
るし長く続かないので、毎年打たなけ
ればいけないものだとご存じの方が多
いので、あまりそういった問題になる
ことは多くないです。
　池田　ありがとうございました。
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