
日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学准教授
松　﨑　洋　海

（聞き手　池田志斈）

　乳幼児の仮性クループについてご教示ください。
　１．発作時の治療法
　２．反復して起こす症例に対する予防法
 ＜埼玉県開業医＞

乳幼児の仮性クループ

　池田　乳幼児の仮性クループについ
ての質問ですが、クループというのは
いったい何を指すのでしょうか。
　松﨑　クループ自体は、主にウイル
ス感染によって声帯の下面粘膜が腫脹
して、結果的に上気道の狭窄をきたし
ているものの総称としていっていまし
た。過去に真性、仮性とはっきり分け
られた時期がありました。ジフテリア
菌による感染症が真性クループ、それ
以外のものを仮性クループ、このよう
にいわれています。現在では予防接種
のおかげで幸いにもジフテリアはあま
り見られなくなりましたので、クルー
プというのはほぼ仮性クループになる
と思います。
　池田　ジフテリアで起こるクループ
の症状と仮性クループは何か症状が違

うのでしょうか。
　松﨑　症状自体はクループ症候群で
共通したものがあります。主には上気
道の狭窄によって引き起こされる特徴
的な、犬が大きな声で鳴くような、高
い声の犬吠様咳嗽と呼ばれるものです。
つまりケンケンと鳴くような咳です。
そして結果的に上気道狭窄から出てく
る吸気性の喘鳴、さらにひどくなりま
すと陥没呼吸、このような症状が出て
きます。当然ウイルス感染であること
が多いので、いわゆる風邪様の発熱、
咽頭痛というものもバックグラウンド
にはあるということになりますが、最
初に申し上げた３つの症状が特徴的だ
と思います。
　池田　最近はジフテリアのほうはな
くなって、仮性クループがクループに

ということですが、ウイルス感染、ど
んなウイルスなのでしょうか。
　松﨑　一番多く鼻咽腔から検出され
るのは、2/3の患者さんでパラインフ
ルエンザウイルスといわれています。
また、ほかにはRSウイルス、アデノ
ウイルス、インフルエンザウイルス、
よくある上気道の感染を起こすウイル
スが検出されるということですが、圧
倒的に多いのはパラインフルエンザウ
イルスといわれています。
　池田　ということは、冬場に多いと
いうことですか。
　松﨑　そうですね。傾向がはっきり
としていて、不思議と冬場に多い。特
に乾燥して寒い時期に多いことで知ら
れています。
　池田　原因がウイルスということで
すが、治療法は、ステージといいます
か、軽症時と重症時とで変わってくる
のでしょうか。
　松﨑　はい。治療は、患者さん、特
にお子さんが多いものですから、その
状態に応じて治療を決めています。古
典的にはWestleyの症状スコアという
ものがあって、それに従って行われる
のですが、実際には患者さんの苦しさ、
こういったもので決めているところが
あります。例えば、聴診器を当てない
と喘鳴が聞こえないという程度であれ
ば、軽症と考えてもいいでしょうし、
聴診器を経ずとも、自分の耳ではっき
りと喘鳴が聞こえ、そして陥没呼吸が

確認できるものであれば中等症でしょ
うし、また明らかにチアノーゼを呈す
るほどの呼吸障害をきたしたり、かな
り興奮しているような状況であれば重
症と考えていいと思います。
　この軽症、中等症、重症に応じて様々
な治療がなされるのですが、治療の基
本はやはりウイルス感染なので対症療
法になりますから、加湿、必要があれ
ば酸素投与になります。また、先ほど
申し上げましたように、上気道の狭窄
が起こっているので、この狭窄を解除
したい、粘膜の浮腫を解除したいとい
うことから、アドレナリンや、あるい
はステロイドを混ぜた吸入薬、ネブラ
イザーといいますが、そういったもの
を吸入していただきます。また、さら
に必要であれば、デキサメタゾンなど
ステロイドの内服薬、あるいは点滴を
投与して効果を見ます。
　池田　外科的な治療が必要な例はあ
るのでしょうか。
　松﨑　この疾患はある程度好発が決
まっていて、多くの患者さんは生後６
カ月から３歳ぐらいに起こってくるも
のです。したがいまして、外科的治療
というときに何をするかというと、上
気道の狭窄の解除になりますので、気
道確保が目的になると思います。気道
確保の方法には保存的ないわゆる気管
挿管、それから外科的な気管切開術が
あります。ただし、気管切開をすると、
その後の装具の問題であるとか、感染
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　乳幼児の仮性クループについてご教示ください。
　１．発作時の治療法
　２．反復して起こす症例に対する予防法
 ＜埼玉県開業医＞

乳幼児の仮性クループ

　池田　乳幼児の仮性クループについ
ての質問ですが、クループというのは
いったい何を指すのでしょうか。
　松﨑　クループ自体は、主にウイル
ス感染によって声帯の下面粘膜が腫脹
して、結果的に上気道の狭窄をきたし
ているものの総称としていっていまし
た。過去に真性、仮性とはっきり分け
られた時期がありました。ジフテリア
菌による感染症が真性クループ、それ
以外のものを仮性クループ、このよう
にいわれています。現在では予防接種
のおかげで幸いにもジフテリアはあま
り見られなくなりましたので、クルー
プというのはほぼ仮性クループになる
と思います。
　池田　ジフテリアで起こるクループ
の症状と仮性クループは何か症状が違

うのでしょうか。
　松﨑　症状自体はクループ症候群で
共通したものがあります。主には上気
道の狭窄によって引き起こされる特徴
的な、犬が大きな声で鳴くような、高
い声の犬吠様咳嗽と呼ばれるものです。
つまりケンケンと鳴くような咳です。
そして結果的に上気道狭窄から出てく
る吸気性の喘鳴、さらにひどくなりま
すと陥没呼吸、このような症状が出て
きます。当然ウイルス感染であること
が多いので、いわゆる風邪様の発熱、
咽頭痛というものもバックグラウンド
にはあるということになりますが、最
初に申し上げた３つの症状が特徴的だ
と思います。
　池田　最近はジフテリアのほうはな
くなって、仮性クループがクループに

ということですが、ウイルス感染、ど
んなウイルスなのでしょうか。
　松﨑　一番多く鼻咽腔から検出され
るのは、2/3の患者さんでパラインフ
ルエンザウイルスといわれています。
また、ほかにはRSウイルス、アデノ
ウイルス、インフルエンザウイルス、
よくある上気道の感染を起こすウイル
スが検出されるということですが、圧
倒的に多いのはパラインフルエンザウ
イルスといわれています。
　池田　ということは、冬場に多いと
いうことですか。
　松﨑　そうですね。傾向がはっきり
としていて、不思議と冬場に多い。特
に乾燥して寒い時期に多いことで知ら
れています。
　池田　原因がウイルスということで
すが、治療法は、ステージといいます
か、軽症時と重症時とで変わってくる
のでしょうか。
　松﨑　はい。治療は、患者さん、特
にお子さんが多いものですから、その
状態に応じて治療を決めています。古
典的にはWestleyの症状スコアという
ものがあって、それに従って行われる
のですが、実際には患者さんの苦しさ、
こういったもので決めているところが
あります。例えば、聴診器を当てない
と喘鳴が聞こえないという程度であれ
ば、軽症と考えてもいいでしょうし、
聴診器を経ずとも、自分の耳ではっき
りと喘鳴が聞こえ、そして陥没呼吸が

確認できるものであれば中等症でしょ
うし、また明らかにチアノーゼを呈す
るほどの呼吸障害をきたしたり、かな
り興奮しているような状況であれば重
症と考えていいと思います。
　この軽症、中等症、重症に応じて様々
な治療がなされるのですが、治療の基
本はやはりウイルス感染なので対症療
法になりますから、加湿、必要があれ
ば酸素投与になります。また、先ほど
申し上げましたように、上気道の狭窄
が起こっているので、この狭窄を解除
したい、粘膜の浮腫を解除したいとい
うことから、アドレナリンや、あるい
はステロイドを混ぜた吸入薬、ネブラ
イザーといいますが、そういったもの
を吸入していただきます。また、さら
に必要であれば、デキサメタゾンなど
ステロイドの内服薬、あるいは点滴を
投与して効果を見ます。
　池田　外科的な治療が必要な例はあ
るのでしょうか。
　松﨑　この疾患はある程度好発が決
まっていて、多くの患者さんは生後６
カ月から３歳ぐらいに起こってくるも
のです。したがいまして、外科的治療
というときに何をするかというと、上
気道の狭窄の解除になりますので、気
道確保が目的になると思います。気道
確保の方法には保存的ないわゆる気管
挿管、それから外科的な気管切開術が
あります。ただし、気管切開をすると、
その後の装具の問題であるとか、感染
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の問題を考えると侵襲も大きいので、
どちらかというと保存的に気管挿管す
るほうが多いのではないでしょうか。
　池田　お子さんの病気なので、耳鼻
咽喉科の先生に受診する場合と小児科
の先生に受診する場合があると思うの
ですが、診断はどのようにされるので
しょうか。
　松﨑　この疾患は先ほど申し上げた
犬吠様咳嗽、それから陥没呼吸、さら
に吸気性喘鳴の３つの症状が診断につ
ながっていきますので、まず症状から
考えるのがいいと思うのです。小児科
医は特にそうした症状、それから聴診
所見、視診、理学所見でほぼ診断がで
きると思います。
　我々耳鼻咽喉科医になりますと、さ
らに実際の声帯レベルでの問題、特に
声帯の裏面から声門下といわれる狭い
場所、この部位が腫れていることを確
認するために、喉頭鏡であるとか喉頭
ファイバーという検査を追加すること
もあります。通常の喉頭鏡や喉頭ファ
イバーでは声帯の裏面を観察するのは
非常に難しいのですが、こうした疾患
をきたしているお子さんであれば、声
帯の裏面の腫れが特徴的に見えます。
特に発赤していますので、上からのぞ
きおろすだけでも声帯の下面が赤く腫
れて観察できるという特徴があります。
　しかし、注意しなければいけない点
があります。患者さんが重症な状態の
ときは、興奮させると、あるいは泣か

せてしまったりすると、余計にチアノ
ーゼが進んだり、呼吸障害が進みます
ので、そういった状況のときには喉頭
ファイバーは避けるべきだと思います。
　池田　かえって悪化するのですね。
小さなお子さんのファイバーというと、
ファイバー自体がすごく小さいものな
のでしょうか。
　松﨑　そうですね。最近では３㎜未
満の細径のファイバースコープがあり
ますので、こういったものを経鼻的に、
鼻のほうから入れて、のどをのぞきお
ろします。これはある程度の耳鼻咽喉
科の施設であれば有しているのではな
いでしょうか。
　池田　かなり特殊なものになるので
すね。あと、ネブライザーのお話が出
たのですが、治療法として全身投与す
るような薬はありますか。
　松﨑　全身投与ではデキサメタゾン
です。我々はお子さんに出す場合は、
シロップ剤がありますので、こちらを
のんでいただいています。また、錠剤
もありますので、錠剤がのめる方であ
れば錠剤のこともあります。また、全
身投与法には重篤化している場合は注
射剤で、やはり同じくデキサメタゾン
を使う。だいたい体重１㎏当たり0.6㎎
程度のデキサメタゾンを投与するかた
ちを取っています。
　こうしたものをしますと、効果が表
れてくる方がほとんどなのですが、そ
うした場合には数時間後ぐらいまで観

察してもらったほうがいいと思うので
す。また薬が切れてきてから症状が再
燃するということもあります。可能で
あればクリニックのほうで、経口にせ
よ、注射剤にせよ、投与後、改善が見
られても、多少は待って、見ていただ
いたほうがいいかと思います。
　軽快していることを確認できれば、
のみ薬として同量のものを３日分ほど、
１日２回で投与していただくかたちで
処方します。また、大切なことは保護
者の方に再燃する可能性があることを
お伝えして、何かそうした同じような
咳あるいは喘鳴が聞こえてくれば、再
度受診するように指導することが重要
だと思います。
　池田　今のお話で反復する可能性が
あるということでしたが、反復する症
例というのはけっこうあるのですか。
　松﨑　これは国内の報告になります
が、28％程度の方が仮性クループを起
こした後に、また起こす可能性がある
ことがいわれています。実際にはそう
いったお子さん、あるいはそうでない
お子さんを分けてみても、重症化、あ
るいはその他、様々なファクターで差
がない、有意差がないことがいわれて
います。残念ながら、このお子さんで
あるから再発がしやすいというような
ことを予測するのはちょっと困難だと
思います。
　しかし、一方で欧米の教科書、ある
いは欧米の報告では、アレルギー素因

をお持ちの方であると、やや反復する
可能性があるということがいわれてい
ますので、そういったお子さんには親
御さんを通じてよく注意するようにお
伝えしておくことが肝要かと思います。
　池田　逆にいいますと、反復する症
例かどうかわからないということは、
予防法はないということですか。
　松﨑　はっきりとした予防法で提唱
されるものはありませんので、先ほど
の基本に立ち返るべきだと思うのです。
これは上気道のウイルス感染になりま
すので、風邪を引かないような生活で
すね。よくうがいをしたり、手洗いを
したりという、こまめな日常のケアが
重要なのではないでしょうか。
　池田　こういう状態になったらすぐ
受診して治療を受けなさいという、そ
ういった指導もされるのでしょうか。
　松﨑　声帯下面が腫れてくると、あ
る種の嗄声、声がかすれてくると思う
のです。風邪を引いたから必ず皆さん
が嗄声を起こすわけではありませんが、
特殊な咳（犬吠様）とともに声がかす
れてきている。そして、ヒューヒュー、
ゼーゼーというような症状があれば、
急いで病院に来るようにお伝えしてお
くことが重要ではないでしょうか。
　池田　逆にご両親も、一度お子さん
がそういう状態になれば、ある程度注
意していくということなのでしょうか。
　松﨑　おそらく親御さんもかなり肝
を冷やすと思いますので、実際にそう
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の問題を考えると侵襲も大きいので、
どちらかというと保存的に気管挿管す
るほうが多いのではないでしょうか。
　池田　お子さんの病気なので、耳鼻
咽喉科の先生に受診する場合と小児科
の先生に受診する場合があると思うの
ですが、診断はどのようにされるので
しょうか。
　松﨑　この疾患は先ほど申し上げた
犬吠様咳嗽、それから陥没呼吸、さら
に吸気性喘鳴の３つの症状が診断につ
ながっていきますので、まず症状から
考えるのがいいと思うのです。小児科
医は特にそうした症状、それから聴診
所見、視診、理学所見でほぼ診断がで
きると思います。
　我々耳鼻咽喉科医になりますと、さ
らに実際の声帯レベルでの問題、特に
声帯の裏面から声門下といわれる狭い
場所、この部位が腫れていることを確
認するために、喉頭鏡であるとか喉頭
ファイバーという検査を追加すること
もあります。通常の喉頭鏡や喉頭ファ
イバーでは声帯の裏面を観察するのは
非常に難しいのですが、こうした疾患
をきたしているお子さんであれば、声
帯の裏面の腫れが特徴的に見えます。
特に発赤していますので、上からのぞ
きおろすだけでも声帯の下面が赤く腫
れて観察できるという特徴があります。
　しかし、注意しなければいけない点
があります。患者さんが重症な状態の
ときは、興奮させると、あるいは泣か

せてしまったりすると、余計にチアノ
ーゼが進んだり、呼吸障害が進みます
ので、そういった状況のときには喉頭
ファイバーは避けるべきだと思います。
　池田　かえって悪化するのですね。
小さなお子さんのファイバーというと、
ファイバー自体がすごく小さいものな
のでしょうか。
　松﨑　そうですね。最近では３㎜未
満の細径のファイバースコープがあり
ますので、こういったものを経鼻的に、
鼻のほうから入れて、のどをのぞきお
ろします。これはある程度の耳鼻咽喉
科の施設であれば有しているのではな
いでしょうか。
　池田　かなり特殊なものになるので
すね。あと、ネブライザーのお話が出
たのですが、治療法として全身投与す
るような薬はありますか。
　松﨑　全身投与ではデキサメタゾン
です。我々はお子さんに出す場合は、
シロップ剤がありますので、こちらを
のんでいただいています。また、錠剤
もありますので、錠剤がのめる方であ
れば錠剤のこともあります。また、全
身投与法には重篤化している場合は注
射剤で、やはり同じくデキサメタゾン
を使う。だいたい体重１㎏当たり0.6㎎
程度のデキサメタゾンを投与するかた
ちを取っています。
　こうしたものをしますと、効果が表
れてくる方がほとんどなのですが、そ
うした場合には数時間後ぐらいまで観

察してもらったほうがいいと思うので
す。また薬が切れてきてから症状が再
燃するということもあります。可能で
あればクリニックのほうで、経口にせ
よ、注射剤にせよ、投与後、改善が見
られても、多少は待って、見ていただ
いたほうがいいかと思います。
　軽快していることを確認できれば、
のみ薬として同量のものを３日分ほど、
１日２回で投与していただくかたちで
処方します。また、大切なことは保護
者の方に再燃する可能性があることを
お伝えして、何かそうした同じような
咳あるいは喘鳴が聞こえてくれば、再
度受診するように指導することが重要
だと思います。
　池田　今のお話で反復する可能性が
あるということでしたが、反復する症
例というのはけっこうあるのですか。
　松﨑　これは国内の報告になります
が、28％程度の方が仮性クループを起
こした後に、また起こす可能性がある
ことがいわれています。実際にはそう
いったお子さん、あるいはそうでない
お子さんを分けてみても、重症化、あ
るいはその他、様々なファクターで差
がない、有意差がないことがいわれて
います。残念ながら、このお子さんで
あるから再発がしやすいというような
ことを予測するのはちょっと困難だと
思います。
　しかし、一方で欧米の教科書、ある
いは欧米の報告では、アレルギー素因

をお持ちの方であると、やや反復する
可能性があるということがいわれてい
ますので、そういったお子さんには親
御さんを通じてよく注意するようにお
伝えしておくことが肝要かと思います。
　池田　逆にいいますと、反復する症
例かどうかわからないということは、
予防法はないということですか。
　松﨑　はっきりとした予防法で提唱
されるものはありませんので、先ほど
の基本に立ち返るべきだと思うのです。
これは上気道のウイルス感染になりま
すので、風邪を引かないような生活で
すね。よくうがいをしたり、手洗いを
したりという、こまめな日常のケアが
重要なのではないでしょうか。
　池田　こういう状態になったらすぐ
受診して治療を受けなさいという、そ
ういった指導もされるのでしょうか。
　松﨑　声帯下面が腫れてくると、あ
る種の嗄声、声がかすれてくると思う
のです。風邪を引いたから必ず皆さん
が嗄声を起こすわけではありませんが、
特殊な咳（犬吠様）とともに声がかす
れてきている。そして、ヒューヒュー、
ゼーゼーというような症状があれば、
急いで病院に来るようにお伝えしてお
くことが重要ではないでしょうか。
　池田　逆にご両親も、一度お子さん
がそういう状態になれば、ある程度注
意していくということなのでしょうか。
　松﨑　おそらく親御さんもかなり肝
を冷やすと思いますので、実際にそう
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した経験があれば、また疑ってかかる
ことは容易だと思います。
　池田　とにかく、特に冬場に多い疾
患ということですので、いわゆるウイ

ルス対策になるでしょうか。
　松﨑　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

臨床栄養の最新情報（Ⅰ）

東京大学医学部附属病院長
瀬　戸　泰　之

（聞き手　中村治雄）

臨床栄養の意義

　中村　瀬戸先生、先生に企画をいた
だきました臨床栄養の最新情報、その
意図がありましたら、お話をいただき
たいと思います。
　瀬戸　今回、臨床栄養というテーマ
で、栄養に関してはもちろん、昔から
重要であることは間違いないのですが、
昨今、日本の状況を考えましても、未
曾有の高齢社会になる。その中で、フ
レイルといわれる脆弱性の問題が出て
きました。それがフレイルサイクルと
いって、栄養状態が芳しくないことが
その起点になるということもあります
し、そういう意味では非常に栄養療法
が重要であるということですね。
　それから各論としては、栄養療法自
体が治療になる疾患。また、例えば僕
が専門としているがんなどですと、周
術期の栄養管理、あるいは化学療法、
抗がん剤治療や放射線治療においても
実は栄養状態が非常に重要であること
は昨今の報告で明らかになっています。
そういう意味では今まで以上に栄養と
いうものが臨床においても非常に重要

であるということです。
　もう一つは、栄養療法の経路、ルー
トであるとか、栄養療法自体の剤形と
か、いろいろなものが進歩しています
ので、今回はこういった企画で幅広く
各論も含めて取り上げていただければ
と思って提案させていただきました。
　中村　少なくとも私ども臨床医にと
って、栄養学というか、臨床栄養の知
識が比較的一部を除いて乏しいように
思えるのです。一時大学にいた頃、教
務部長を務めていたときがあって、栄
養学のコマを入れたいと思ったのです
が、教えることがたくさんあって、な
かなか入らない。なるべく学生の頃か
ら教育をしていくのが必要かなと思い
ました。東京大学ではどうだったので
すか。
　瀬戸　東京大学では、確かに昔は栄
養学という名前の講座があったと思い
ますが、最近はそれに特化したという
意味ではあまりないように認識してい
ます。ただ、いろいろな場面場面で、
栄養が大事だということは、おそらく
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