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第２２回日本外来小児科学会年次集会 ランチョンセミナー

２０１２年８月２５日

進化医学から見直す

かぜ症候群の診療と子どものケア
ー命を支える仕組みと原理に基づく医療とは？ー

抗菌薬適正使用グループ

くさかり小児科 草刈 章

Newton 人体を支配するしくみー起源・遺伝子からナノテク医療まで
１ 人体にみる進化の痕跡 p8‐9,2006

本日のテーマ

１．高熱の患者の診療ー何を優先するか？ そ

して対症療法は？ ヒドラに学ぶ

２．発熱時の水分摂取ー「発熱時に水分を多め

に与えよ」は本当に正しいか？ オオカミ仮

説を提唱する

３．子どものスキンケアー子どもを石けんで洗う

ことは必要か？ 「茶のしずく石けん」事件の

警告

１．高熱の患者の診療ー何を優先す
るか？

• 開業医の外来診療でもっとも優先すべきこと
は？

• なぜ感染症では体温が上がるのか？ トカゲ
の生き様に学ぶ

• 発熱に伴う頭痛、不穏にはどう対処すればよ
いのか？ ８〜１０億年前の先カンブリアまで
さかのぼる脳と腸の関係とは？

フォーカス不明高熱患者の診療のチャート

Step  1

全身状態を確認

チアノーゼ、意識障害、
重度の脱水症、痙攣、

敗血症所見など

入院精査

Step  2

発熱の原因を探る

・診察
・迅速診断キット
・1歳未満男児、2歳未

満女児では検尿を行
い、尿路感染症の有
無を調べる

原因に応じた治療

Hibワクチン、
PCV7の接種確認

なし

あり

あり

Step  3

血液培養の必要性
を判断

①生後3~12ヶ月未満の
児では体温40℃以上、
または38.5℃以上かつ
WBC 15,000/μL以上
②生後12~36ヶ月の児
では体温39℃以上かつ
WBC 15,000/μL以上

血液培養

血液培養を施行後
・CTRX 50mg/kg
１日１回の点滴静注

・AMPC 60mg/kg/日

の経口投与

菌に応じた治療

Step  4

経過観察

・6~48時間後に

解熱経口なけ
れば再診

・全身状態の再
評価とCRP検

査を施行

なし

あり

CRP
5mg/dl

以上まで
上昇

入院精査

あり

有意菌あ
り

菌血症の１例 １歳３ヶ月 女児 その１

• ヒブ３回、プレベナー４回済み
• 主訴：発熱 咳 鼻水
• 現病歴：１週間前から咳、鼻水、4/18日夜から発熱。
熱は18日夜38.3℃、19日朝39.7℃。４月から保育園に
通園。嘔吐、下痢はない。

• 身体所見：右鼓膜；充血,腫脹,滲出液(+‐) 左鼓膜；充
血,腫脹,滲出液(‐) 咽頭;充血(‐),腫脹(‐) 扁桃;腫大(‐),
充血(‐) 胸部;ラ音(‐)

• 末梢血液一般;WBC; 18.9×10３/μl(L:N=22:70）,
RBC; 460×104/μl  Hgb; 12.6g/dl  Hct; 37.8%   Plt; 
27.8×10４/μl

• CRP; 0.7mg/l
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菌血症の１例 １歳３ヶ月 女児 その２

• 菌血症を疑って血液培養を施行後、 クラ
バモックス1.01g/日、分２ ２日分処方

• 経過：4/20朝は36.9℃に解熱、鼓膜所見も

軽快。クラバモックスをさらに３日分処方

4/24日にはWBC;13,600/μL,

CRP;0.1mg/dl

• 後日（4/21日）血液培養で肺炎球菌陽性

bv

眼窩蜂窩織炎の１例 １歳１ヶ月 男児

• ヒブと肺炎球菌ワクチン（プレベナー）は済み
• １週間前から鼻水、咳のかぜ症状、午後４時か
ら発熱39℃があり、ずっと泣き続けて、夜になっ
て右眼周囲が腫れてきたため、翌日朝に受診し
た。

• 所見：右眼周囲の発赤、腫脹を認めた。
• 検査結果：白血球数(WBC) 35,600 /μL, CRP;8.5 
mg/dl。

• 治療および転帰：眼窩蜂窩織炎の疑いで大学病
院小児科に紹介。抗菌薬の点滴静注を受け、速
やかに軽快・治癒した。

右耳下の腫れ

スクリーニングとしての血液検査
当院では右手第４指の末節部をメデイセーフ針で穿刺

ヘマトクリット管１本分を採血

当院では自動血球計数CRP測定装置Microsemi LC‐
667CRPを使用

白血球数、白血球三分類、CRPが同時測定

採血から５分程で結果をプリントアウト

小児科外来で白血球、CRPを検査する意義

• 重症疾患を見逃さないため
乳児ではしばしば全身状態の評価が困難
ヒブ、肺炎球菌ワクチン（プレベナー）の接種
は必ずしも重症細菌感染を除外するもので
はない

• 抗菌薬適正使用につながる
• 患者、保護者に安心情報を提供
• 白血球増多、CRP高値を示す患者はアデノウイ
ルスのチェックが必要

• 白血球、CRPが高くなくても重症ということもあり
得る



3

飼育温度と人為的感染症を起こしたトカゲの生存率
（よしだ小児科クリニック 吉田均氏提供）

発熱が生存率を高める作用機序

• 高温下での病原体の発育、増殖抑制

• フェリチンの合成とラクトフェリンの放出
による血漿鉄の低下

• 多形核白血球の運動性は42℃で最大、
貪食機能も38~40℃で最高

• インターフェロンの産生増加

• マイトジェンによるリンパ球芽球化は
37℃より39℃の方が高い

６歳男児 21143
今日の夜中から発熱,37.2℃ 頭痛を発現。バッファリンを服用
して治まっていたが、午後から高熱39℃なりまた激しく訴えるよ

うになった。嘔吐は1回。

身体所見：腹部:膨満(+‐),圧痛(+),便塊(+),腫瘤(‐)
グリセリン60ml反応便あり。少し軟便、普通量。排便後、頭痛、腹

痛などの症状は軽快。すごく楽になった.

発熱にともなう頭痛に対する浣腸の効果
平成１０年５月〜６月 くさかり小児科

第８回日本外来小児科学会年次集会 一般演題で発表

• 目的；発熱に伴う頭痛に対してグリセリン浣腸が
どの程度有用か検証する

• 対象；発熱と頭痛を訴え、浣腸を試みることに同
意した保護者の小児。 下痢をともなっている場
合、心因性、あるいは慢性頭痛は除外

• 方法；同意が得られた患者に対し、３歳未満は
30ml、３歳以上は60mlの浣腸を行った。できるだ
け院内で行ったが、保護者、患者が希望したとき
は自宅で行った。保護者には頭痛や発熱の消
長、効果や浣腸への印象などについてのアン
ケート調査用紙を渡し５日目に郵送で回収した。

アンケート調査の内容
１．浣腸はしましたか
①した ②しなかった

２．頭痛はいつ軽快しましたか
①直後に軽快した ②その
日のうちに軽快した

③翌日に軽快した ④３日
目に軽快した ⑤まだ軽
快していない

３．発熱はいつ軽快しましたか
①直後に軽快した ②その日
のうちに軽快した

③翌日に軽快した ④３日目
に軽快した ⑤まだ軽快して
いない

４．腹痛、吐き気、不機嫌などの
全体的な症状は？
①直後に軽快した ②その日
の内に軽快した

③翌日に軽快した ④３日目
に軽快した⑤まだ軽快してい
ない

５．浣腸は症状を軽快させる上で
有効でしたか
①大変有効だった ②有効
だった ③無効だった ④か
えって悪くなった ⑤分からない

６．お子さんは浣腸を
①とても嫌がった ②嫌がった
③何ともないようだった ④喜
んだようだった ⑤分からない
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結果

主要な原因疾患 人数

感冒 ３０

急性上気道炎 ５

感染性胃腸炎 ４

溶連菌感染症 ２

風疹の疑い １

年齢 男 女

０〜1歳 ０ ０

２〜３歳 １ ２

４〜５歳 ５ １０

６〜７歳 １０ ５

８〜９歳 ２ ３

１０歳以上 ３ １

合計 ２１ ２１

発熱の程度 人数

３７℃未満 ２

３７℃台 １３

３８℃台 ２０

３９℃台 ６

４０℃以上 １

頭痛以外の主要症状（主な二つを採録）

嘔吐 １３ 食欲不振 ２

吐き気 ８ 発疹 ２

腹痛 ８ 鼻閉 ２

咳 ４ その他 ２

咽頭痛 ２ なし ８

結果 ２

浣腸に実施場所とアンケートの回収

回収 未回収 施行せず

院内 ２８ ２３ ５

自宅 １４ １１ ３ ５

３３（７９％）

評価可能例 ２３＋６＝２９（６９％）

評価可能２９例の頭痛、発熱、
その他の症状の軽快日

●保護者は１９例（６６％）が有効だったと評価
●院内で行った２８例については２１例（７５％）
が有効だった。

結論：浣腸は発熱にともなう頭痛、不穏などの
症状を軽快させるうえで有用な手段である。

脳と腸の起源、それは刺胞動物から始まった。
福岡女子大学国際文理学部教授 小泉修；さまざまな刺胞動物

http://www.fwu.ac.jp/rinfo/cgi‐bin/info.cgi?name=koizumi

脳と腸の機能相関
ストレスでおこる消化管機能異常症の治療戦略
札幌医科大学解剖学第二講座教授 藤宮峯子

http://web.sapmed.ac.jp/anat2/research/research03.htm

• 上部消化管機能異常症(FD）や過
敏性腸症候群（IBS）などはストレ
スが原因で起こる消化管運動の
異常で、いまだ効果的な治療法が
確立されていない。この病態には
脳から消化管への遠心性経路の
みならず、消化管から脳への求心
性経路が病態の形成に関係して
いることが最近の研究でわかって
おり、脳腸相関の観点に立ったダ
イナミックな研究が必要である。

• われわれは無麻酔小動物におけ
る消化管運動測定法の開発に成
功し、脳と腸の機能連関を実験的
に証明する道を開いた。特に新し
い消化管ホルモンであるグレリン
関連ペプチドの研究で、消化管機
能異常症の病態の解明をおこなっ
ている。

１．高熱患者の診療のまとめ

• 重症疾患を見逃さないことが重要であり、そ
れには白血球数、CRP値を確認する

• 発熱は宿主の防衛反応であり、安易に解熱
させるべきではなく、むしろ保温に留意する

• 発熱にともなう頭痛、不眠、不穏にはしばしば
グリセリン浣腸が奏功する

• 脳と腸は系統発生学的に密接な関連があり、
腸の状態を良くすることが、脳の状態を改善
する

２．発熱時の水分摂取

• 「発熱している子どもには水分を多めに与え
よ」という常識は本当に正しいか？

• 発熱患者と無熱の患者の血清Na値を比較し

てみると？

• オオカミが病気になった時？ ３億６千万年
前のデボン紀、イクチオステガはどうしたか？

• 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群は何が不
適合なのか？
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発熱している小児にへの常識的な
水分摂取の指導

ティーペック健康ニュース ■子供の発熱について■
http://www.t-pec.co.jp/news/2002news/0212-121.htm

• 安静と水分の補給（少量を頻回に）を充分にするように
します。水分摂取が少ない時は高熱でなくても受診が
必要なこともあります。脱水状態に注意しましょう

• 理由は不感蒸泄が増加するから。私達が感じることなく
気道や皮膚から蒸散する水分で、発汗とは別に体から
失われる水分のことをいう

• 平熱で室温が28度の時、不感蒸泄は約15ml/kg/日。
体温が1度上がるごとに15%増え、また気温が30度か
ら1度上がるごとに15～20%増える。

発熱している小児にへの常識的な
水分摂取の指導

ティーペック健康ニュース ■子供の発熱について■
http://www.t-pec.co.jp/news/2002news/0212-121.htm

• 安静と水分の補給（少量を頻回に）を充分にするように
します。水分摂取が少ない時は高熱でなくても受診が
必要なこともあります。脱水状態に注意しましょう

• 理由は不感蒸泄が増加するから。私達が感じることなく
気道や皮膚から蒸散する水分で、発汗とは別に体から
失われる水分のことをいう

• 平熱で室温が28度の時、不感蒸泄は約15ml/kg/日。
体温が1度上がるごとに15%増え、また気温が30度か
ら1度上がるごとに15～20%増える。

発熱していると
アジの干物が出来上がるように、

人の体も乾いていく

これは本当だろうか？

高熱で低Na血症になった症例 ２歳９ヶ月 男

• 病名：1. 菌血症の疑い ２．眼窩蜂窩織炎

• 主訴：発熱

• 現病歴：10/20日夜から39.2℃発熱，頭痛を訴えた。
10/21日朝39.8℃，足が痛い。嘔吐は１回、下痢は
ない。夜中にしきりに咽の乾きを訴えジュースな
どを摂っていた。

• 身体所見：体重; 10.8kg、SpO2:98%   脈;76回/分
咽頭;充血(+),リンパ濾胞の充血,腫脹(+) 扁桃;充血
(+),腫大(+),滲出物(-) 両側鼓膜；充血,腫脹,滲出液(-
) 胸部;ラ音(-) 意識障害：あり（Japan Coma Scale 
3-3-9度方式）大体、清明だが今ひとつはっきりしない。

高熱で低Na血症になった症例 ２歳９ヶ月 男

• 検査

WBC; 34.9×10３/μl        AST; 38   
（Lym;7.0%,Mon;6.1%,     APT; 12

Gra;86.9%） LDH;543
RBC; 420×104/μl    T-Bil.;0.3mg/dl
CRP; 8.5mg/dl
血清Na;130mEq/L        尿中Na;43mEq/L    

K ;4.5        尿浸透;284mOsm/L
Cl ; 93

血清浸透圧;260mOsm/L   血液培養;陰性

治療と経過

• 検査結果から菌血症と診断、 CTRX;0.5gをソル
デム200mlで点滴

• 同日夜には37.3℃まで解熱、元気になった。右眼
周囲に発赤、腫脹が発現。

• 翌朝は36.3℃となり眼周囲の発赤、腫脹も軽快し
た。WBC;15,500,CRP;13.3mg/dl,Na;139mEq/L

• ２回目のCTRXを投与

• ３病日は運動会にいった。WBC;10,700   クラバ
モックスを２日間処方

• 肺炎球菌による菌血症と眼窩蜂窩織炎と思われる

菌血症と眼窩蜂窩織炎

10月21日（第１診）夜 10月22日、午前中の第２診

高熱、白血球増多、眼周囲の発赤と腫脹
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発熱患者の血清Na値の解析

• 目的；発熱している小児の血清Naの実態を探る

• 対象；2010年に電解質を検査した3ヶ月以上、15歳
以下の患者について血清Na値を解析

A群；37.5℃以上の発熱、３回以上の下痢、嘔

吐なし

B群；発熱なく、３回以上の嘔吐、下痢もなし

C群；嘔吐、あるいは下痢が３回以上

• 方法；血清電解質は検査センターでイオン電極法で
測定した

結果 患者数と性別、年齢分布

0
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6

8
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0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳

A群

B群

C群

結果 各群の原因疾患 各群の血清Naの平均値と標準誤差
解析： にしむら小児科 西村龍夫氏

136.20±2.382

139.25 ±1.831

137.87±2.825

130 132 134 136 138 140 142 144

Na

A

B

C

(50)

(20)

(15)

< 回帰係数とその有意性 >
有効データ数 = 52

      次数      変数名                           β         SE(β)            stdβ                  t値         df                        P

      ----      --------      -------      -------      -------      -------      ---      -------

               0                                    188.951      15.8901                                                                                              

               1      年齢                  0.03292      0.09511         0.0324      0.34606         46      0.73087

               2      男                        0.33596      0.66270      -0.0037      0.50695         46      0.61461

               3      最高体温      -1.3525      0.40321      -0.3917      3.35434         46      0.00160

               4      嘔吐あり      -0.7565      1.38468         0.0252      0.54637         46      0.58745

               5      下痢あり      -0.5231      1.91523      -0.1238      0.27314         46      0.78597

      <   回帰の適合度指標   >

      重相関係数                           Ｒ   =   0.47806［F   =   2.72542   (df1   =   5,   df2   =   46)   P=0.03076］

      決定係数調整後                        =   0.14468

      赤池の情報量規準      AIC   =   242.24866

最高体温と血清Naの相関

37 38 39 40 41

130

132

134

136

138

140

142

144

最高体温

N
a

単相関係数   =    -0 .4 073    

      データ数   =    5 7

      t値(df)=       -3 .3 07(55)

      確率 P    =    0 .0 017
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発熱患者でけいれん(+)、(‐)と無熱患者でけいれん
(+)、(‐)の血清Naと脳脊髄液の浸透圧の比較

Kiviranta T, Tuomisto L, Airaksinen EM. Osmolality and electrolytes in cerebrospinal fluid and serum of febrile children 
with and without seizures. Eur J Pediatr. 1996 Feb;155(2):120‐5. PMID: 8775227

小児の医療現場でもっとも問題になる電解質異常は

低ナトリウム血症 その２
Hyponatremia due to an excess of arginine vasopressin is common in children 
with febrile disease

（抗利尿ホルモンの過剰による低Na血症は小児の発熱患

者に普通にみられる）
Hiroya Hasegawa,et al      PEDIATRIC NEPHROLOGY Vol.24, No. 3, 507‐511 2008

2001〜2005年 入院患者

5203人の17%に135mEq/L以下の低Na血症

無熱；2.2% 発熱；25.8% 明らかに発熱患者に高い割合

134mEq/L以下の低Na血症の患者73人：

明らかにArginine vasopressin (ADH)の血漿濃度の高値

その３０％はSIADHの診断基準を満たす

発熱と非浸透圧刺激が血漿高ADHと低Naを起こしている

このような患者には等張性液を輸液する必要がある

野生の動物はいかに病気を治すか？
オオカミ仮説とは

• 病気や怪我をしたオオカミは巣穴でじっと耐
え忍ぶ

• その間、誰も食事や水を運んでくれない

• このような一時的な断食や断水は他の動物
でも起こりえる

• 動物は侵襲に曝されたときに、命を支える体
の「しくみ」を進化させてきた

• ヒトでも同じ「しくみ」があると思われる

最初に陸上進出を果たした脊椎動物、
イクチオステガ

Newton 進化からDNAへ 地球生命40億年の旅 p140‐141,2002 

海の環境をポータブル化する
ために、さまざまな仕組みを
獲得する必要があった。その
一つに断水を強いられたとき
の仕組みもある

ヒトにおける急性相反応
知っておきたい侵襲キーワード 小川道雄編 発行；メジカルセンス 1999
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抗利尿ホルモン不適合分泌不全症候(SIADH)

何が不適合か？

• 一般的には血液の浸透圧を調節するホルモンと
して知られている。

• 体の危機的な状況に際し、水分の喪失を最小限
にするためにも分泌される。

• このような状態ときは生体は水分を自発的に摂
ることはできない。生命維持のためには必然の
反応と言える。

• 生命の進化は点滴されることを想定していない。

• このような状態の患者に、普通に点滴する医師
の判断が不適当であると言える。

２．発熱時の水分摂取のまとめ

• 高熱の小児では水過剰の傾向がある

• その原因は侵襲に対応する抗利尿ホルモン
（ADH）の反応性分泌増加である

• このような仕組みは脊椎動物が進化の過程で
獲得してきたものである（オオカミ仮説）

• 不適合ADH分泌症候群（SIADH）は、このような
事態を理解せずに、漫然と点滴をする医療者
の不適当な行為が起こしていると言える

• 発熱している小児への水分投与は慎重に行う
必要がある

３．子どもを石けんで洗うことは必要か？

• 石けんで洗うことは＋１か、−１か？

• 石けんで洗うことを止めたら子どもの肌はどう
なった？

• ７００万年前のヒトと皮膚常在菌の相利共生
関係とは？

• ヒトの皮膚のバリア機能を守るもの

• 経皮感作はどのように起こる？

• 「茶のしずく石けん事件」は何を警告する？

今、石けん洗浄の必要性は見直されている

藤田紘一郎 ：流水で十分落ちる普通の汚れ 夏井睦：界面活性剤で洗うと常在菌
以外の菌が繁殖

南雲吉則：肌の老化の原因は洗い過ぎ タモリ式入浴法：湯船に浸ると汚れはほとんど
落ちる。 石けん、ボデイソープは使わない

石けんで１日２回洗浄されて湿疹が
悪化した乳児 初診；2011年11月14

日
• １ヶ月７日の男児
• 主訴： 顔面の湿疹
• 現病歴；湿疹が徐々にひ

どくなってきたので、1ヶ
月健診でそれを訴えたら
1日1回は石けんで洗って、
清潔にするように言われ
た。母親は早くよくしたい
と思って２回洗っていた。
そうしたらかえってひどく
なった。

• 身体所見：顔面の湿疹
(2+) 体幹、四肢は(+/‐)

石けん洗浄の中止と保湿で軽快
再診；2011年11月21日

• 石けん洗浄を止めるこ
と、汚れはオリーブオイ
ル綿で清拭すること、
保湿クリーム（ヒルドイ
ドソフト）を塗布すること
を指導

• 顔面の湿疹は１週間で
著明に軽快
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この患者の経過をどのように解釈するか？

基本的な考え
方

１回目
の洗
浄

２回目
の洗浄

実際に起きたことに
対する解釈

母親 よいことは２
回やればもっ
とよくなる

＋１ ＋１

＋２（明らかな改善）
になると思ったが−２
（かえって悪化）にな
りびっくりした

一般の小
児科、皮
膚科医

石けんで洗う
ことは必要。
しかし洗い過
ぎは悪い

＋１
×

（−２）

−２になるのはあり
得ることだ

筆者 石けんで洗う
ことは悪い −１ −１

悪いことを重ねれば
−２になるのは当然
だ

調査の目的、対象、方法

• 目的；保護者が子どもの湿疹についてどのように認識し、
スキンケアをどうしているか、石けん洗浄の有無、洗浄
中止後の皮膚の状態をどのように評価しているかを知
る。

• 対象；本年２〜３月に軽症の上気道炎や喘息、湿疹など
の慢性疾患で当院を受診した５歳以下の小児の保護者。

• 方法；窓口や診察のときに協力を依頼し、同意を得た保
護者にアンケート用紙を渡し、院内で無記名で回答して
もらい回収した。

• 治療薬、推奨製品：当院ではヒルドイドソフト、あるいは
ローションを処方。またオリーブオイル（日本薬局方）、
精製椿油のアトピコローションを推奨

スキンケアに関するアンケート調査の内容

お子さんの月齢、年齢 1〜3ヶ月（ ）4〜6ヶ月（ ）7〜
11ヶ月（ ）1歳（ ）2歳（ ）3歳（ ）4歳（ ）5歳（ ）

１．お子さんのお肌の状態や湿疹について気になっ

ていますか。一つだけ○

１）大変気になっている（ ） ２）少し気になって

いる（ ） ３）あまり気にならない（ ） ４）

全く気にならない（ ）

２．何らかのスキンケア製品をぬっていますか？一

つだけ○

１）毎日塗っている（ ） ２）たまに塗っている

（ ） ３）ほとんど塗っていない（ ）

３．それは市販品ですか、あるいは医療機関から処

方されたものですか？複数

１）市販品（ ） ２）医療機関からの処方（ ）

３）手作りや友人、祖父母から分けてもらった（ ）

４．入浴時、石けんやボデイソープなどの洗浄剤で

体を洗っていますか？一つだけ○

１）毎日洗っている。（ ） ２）週に３〜４日は洗っ

ている。３）週に１〜２日だけ洗っている（ ）４）１ヶ

月に２〜３以下、あるいはほとんど洗っていない（ ）

５）石けんで洗うのを一時止めたが、また洗うことを始

めた（ ）

５．４の質問で３）、あるいは４）と回答された方へ。

①お子さんの体を石けんであまり洗わないのは、誰かに指
導されたからですか、あるいは本やテレビで知ったからです
か？一つだけ○

１）当院で指導された（ ） ２）当院以外の医師、看護

師、助産師、保健師から指導された（ ） ３）本や新聞、マ

スコミで知った。（ ） ４）ママともや祖父母、身内から勧
め

られた（ ）

②石けんを使わなくなったのはいつ頃から？一つだけ○

１）生まれたときから使っていない（ ） ２）最初は使ってい

たが、途中から使わなくなった（ ）

③途中から使わなくなったお子さんについて、石けんを止め

てから皮膚の状態はどのように変わりましたか。○は複数
可

１）肌の乾燥の程度が軽くなった（ ） ２）あまりかゆがらな

くなった（ ） ３）アトピー性皮膚炎や湿疹が改善した（ ）

４）保湿クリームなどを塗る回数がへった（ ） ５）汗疹やオ

ムツかぶれが少なくなった（ ）

６）その他お気づきの点

④石けんで洗うことを止めて困ったことや気になることはあり

ましたか？○は複数可

１）特に困ったことや気になることはない（ ） ２）体が汚く

なったようだ（ ） ３）匂いがするようになった（ ）

４）下着が汚れるようになった（ ）

５）その他、困ったことや気づいたこと

保護者の子どもの湿疹に対する認識と
スキンケア実施状況調査

１．お子さんの湿疹が気になりますか

２．何らかのスキンケア製品を塗っていますか
３．それは市販品、あるいは処方薬ですか

49人 40%

65人 53%

84人 68%

35人 28%

42人 34%

89人 72%

石けん洗浄の有無と保護者の評価１

４．石けんなどでどの程度体を洗っていますか

54人 44%

8人 7%

10人 8%

47人 38%

4人 3%

５．４で週に１〜２回以下、あるいは月に
２〜３回以下と回答された方

①石けんであまり洗わなくした理由は？

53人 ９８％

５の②石けんで洗わなくなったのはいつから？

５の③石けんを止めてから皮膚の状態は？
（複数回答可）

42人 74%

12人 21%

4人 7%

7人 12%

4人 7%

5人 9%

石けん洗浄の有無と保護者の評価２
５の③で石けんを止めてからの肌の状態、

その他の内容
１．あまり変わらない （2歳、毎日処方薬でスキンケア）
２．変わらない （1歳、処方薬でたまにスキンケア）

３．冬になったらまた乾燥するようになった
（2歳、毎日処方薬でスキンケア）

４．肌がきれいになった
（4〜6ヶ月、毎日処方薬でスキンケア）

５．石けんを止めてまだ日が浅いので効果が分からない
（4〜6ヶ月、毎日市販の製品でスキンケア）

乾燥の程度が軽くなった、かゆがらなくなったなど肯定的
な評価をした保護者は57人中51人、89%になった。

５の④石けん洗浄を止めて困ったことや気になること

54人 95%

５の④でその他の意見や感想

１．子どもが一人で石けんで洗いたがる
ため、また石けんを使いだしました。
（４歳、毎日処方薬でスキンケア）

２．脂漏性皮膚炎になった
（4〜6ヶ月、毎日処方薬でスキンケア）

３．頭の匂いがとくにひどくなった
（３歳、市販品と処方薬でたまにスキンケア）

４．夫も石けんを使わなくなったら膝下の
かゆみが大分軽くなりました。子ども達も
体を洗わなくてらくちんと喜んでいます。
（３歳、毎日処方薬でスキンケア）
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本邦の子ども達はどの程度、石けん洗浄をされているか？

所沢市３〜４ヶ月健診児の湿疹、スキンケア、石けん洗浄の状況
湿疹の程度 12月13日 1月31日 2月28日 4月20日 5月11日 合計 割合％

なし < 1%   （ー） １２ ９ ９ ５ ７ ４２ 47%

体の1~<10%（＋） ８ ６ １３ ６ ５ ３８ 43%

10~<50%（２＋） １ ２ １ ０ １ ５ 6%

>50%      （３＋） １ １ ０ ２ ０ ４ 4%

スキンケア（＋） １７ １７ １５ ８ ７ ６４ 72%

（ー） ５ １ ８ ５ ６ ２５ 28%

石けん洗浄（＋） ２２ １７ ２２ １３ １２ ８６ 97%

（ー） ０ １ １ ０ １ ３ 3%

集団健診で担当した乳児の母親から聞き取った。９７％の乳児がほぼ毎日のように石けん
洗浄されていた。その乳児の５３％は湿疹をもっていた。全国もほぼ同じ状況と思われる。

Newton ：進化からDNAへ ー地球生命40億年の旅ー

ニュートンプレス 2002

ヒトは皮膚常在菌と相利共生の生態系を築き、
強力で安定したバリア機構を進化させてきた。

皮膚の弱酸性は常在菌によって維持されている。

ヒトは皮膚常在菌と相利共生の生態系を築き、
強力で安定したバリア機構を進化させてきた。

皮膚の弱酸性は常在菌によって維持されている。

第61 回日本皮膚科学会西部支部学術大会 ④ワークショップ２より

角層pHの低下は皮膚バリア機能の低下をもたらす
波多野豊：「皮膚バリア機能に影響を及ぼす因子」 マルホ皮膚科セミナー 2010/8/5

石けん洗浄は多重に防御・維持されている
皮膚バリア機能に深刻なダメージを与える

構成因子 機能や作用 石けん洗浄の影響

皮脂膜 皮脂腺の脂肪と汗腺から汗が混じってワックス状、角層を保護、水
分の蒸発防止

洗い落とされる

皮膚常在菌 弱酸性の維持し病原性菌を阻止、天然の保湿クリームを分泌 洗い落とされ、繁殖を抑
制される

角質層 レンガ状になって強固なバリア機能、新陳代謝で日々更新 洗い剥がされる

ケラチノサイト 表皮細胞の90%を構成、角層を形成。それ自体も強いバリア機能 未成熟な角質細胞となる

細胞間脂質 角層の細胞間を埋める脂質、セラミド、コレステロール、遊離脂肪酸 洗い落とされる

天然保湿因子 皮膚が造り出すアミノ酸や塩類，タンパク質など、水分を保持 洗い落とされる

タイトジャンクション 表皮細胞間の液体や物質の流通の制限

ランゲルハンス細胞 表皮に侵入してきた微生物、化学物質をキャッチして、リンパ球に抗
原情報を伝達する

過剰に刺激され、感作機
会を増す

メラノサイト メラニンを合成し、皮膚組織を紫外線から防御する

真皮 膠原線維、弾性線維からなり、強靱性と柔軟性を与える

皮下脂肪 皮膚への機械的衝撃を和らげる

痛覚などの感覚受容器 皮膚に傷害を与えるものからの逃避行動を起こす

※ここに挙げたシステムは一部であり、他に感染阻止、止血、修復機構なども関与する

石けん洗浄は多重に防御・維持されている
皮膚バリア機能に深刻なダメージを与える

構成因子 機能や作用 石けん洗浄の影響

皮脂膜 皮脂腺の脂肪と汗腺から汗が混じってワックス状、角層を保護、水
分の蒸発防止

洗い落とされる

皮膚常在菌 弱酸性の維持し病原性菌を阻止、天然の保湿クリームを分泌 洗い落とされ、繁殖を抑
制される

角質層 レンガ状になって強固なバリア機能、新陳代謝で日々更新 洗い剥がされる

ケラチノサイト 表皮細胞の90%を構成、角層を形成。それ自体も強いバリア機能 未成熟な角質細胞となる

細胞間脂質 角層の細胞間を埋める脂質、セラミド、コレステロール、遊離脂肪酸 洗い落とされる

天然保湿因子 皮膚が造り出すアミノ酸や塩類，タンパク質など、水分を保持 洗い落とされる

タイトジャンクション 表皮細胞間の液体や物質の流通の制限

ランゲルハンス細胞 表皮に侵入してきた微生物、化学物質をキャッチして、リンパ球に抗
原情報を伝達する

過剰に刺激され、感作機
会を増す

メラノサイト メラニンを合成し、皮膚組織を紫外線から防御する

真皮 膠原線維、弾性線維からなり、強靱性と柔軟性を与える

皮下脂肪 皮膚への機械的衝撃を和らげる

痛覚などの感覚受容器 皮膚に傷害を与えるものからの逃避行動を起こす

※ここに挙げたシステムは一部であり、他に感染阻止、止血、修復機構なども関与する

危険 その１
湿疹、アトピー性皮膚炎を悪化さ

せる恐れがある

経皮感作と皮膚バリア 角層の破壊と感作の成立
久保亮治、天谷雅行：４．皮膚バリア機能異常と抗原感作．アレルギーと免疫 2012 Vol.19,p32‐38

角層の下にはほぼ六角形の細胞が隙間なく敷き詰められており、その細胞
と細胞の隙間をタイトジャンクションがシールしている
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経皮感作と皮膚バリア 角層の破壊と感作の成立
久保亮治、天谷雅行：４．皮膚バリア機能異常と抗原感作．アレルギーと免疫 2012 Vol.19,p32‐38 皮膚のバリア機能の低下は経皮感作を招く

危険 その２
湿疹を悪化させ、経皮感作による
食物アレルギーを招く恐れがある

DUAL‐ALLERGEN‐EXPOSURE HYPOTHESIS
Lack,G, Epidemiologic risks for food allergy, 
J Allergy Clin Immunol, 2008;121:1331‐1336.

「茶のしずく」事件は石けん洗浄の新たな
危険性を警告する

産経新聞 朝刊 平成２４年４月２１日 千貫祐子；皮膚アレルギーフロンテイア Vol.10,52:2012

石けんの成分（当院所蔵の製品ラベルから転載）

S社固形石鹸 L社薬用ボデイソープ S社ボデイソープ

石けん素地 トリクロンサン ラウリン酸カリウム カチオン化ヒドロキシルセル
ロース

PPG‐8グリセリン プロピレングリコール ミリスチン酸カリウム アルギン酸カルシウム

香料 エデト酸 パルミチン酸カリウム ココイルメチルタウリンNa

NaCl 安息香酸 オレイン酸カリウム ラウリン酸

オリーブオイル パラベン プロピレングリコール ミリスチン酸

EDTA 黄色４号 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル

ステアリン酸カリウム

エチドロン酸 青色１号 ジステアリン酸グリ
コール

コカミドMEA

酸化鉄 香料 ココアンホ酢酸ナトリ
ウム

パルミチン酸

チタン酸コバルト ジブチルヒドロキシトルエン PPG‐10グリセリン オレイン酸

ラウリン酸タウリンサ
ンNa

ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース

キャンデリラロウ エデト酸塩

米胚芽油 ステアリン酸

ジブチルヒドロキシト
ルエン

フェノキシエタノール

石けんの成分（当院所蔵の製品ラベルから転載）

S社固形石鹸 L社薬用ボデイソープ S社ボデイソープ

石けん素地 トリクロンサン ラウリン酸カリウム カチオン化ヒドロキシルセル
ロース

PPG‐8グリセリン プロピレングリコール ミリスチン酸カリウム アルギン酸カルシウム

香料 エデト酸 パルミチン酸カリウム ココイルメチルタウリンNa

NaCl 安息香酸 オレイン酸カリウム ラウリン酸

オリーブオイル パラベン プロピレングリコール ミリスチン酸

EDTA 黄色４号 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル

ステアリン酸カリウム

エチドロン酸 青色１号 ジステアリン酸グリ
コール

コカミドMEA

酸化鉄 香料 ココアンホ酢酸ナトリ
ウム

パルミチン酸

チタン酸コバルト ジブチルヒドロキシトルエン PPG‐10グリセリン オレイン酸

ラウリン酸タウリンサ
ンNa

ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース

キャンデリラロウ エデト酸塩

米胚芽油 ステアリン酸

ジブチルヒドロキシト
ルエン

フェノキシエタノール

危険 その３
これらの化学物質による過敏症を招く

恐れがある。しかし
小麦成分と違って確認するのは困難。

原因不明のアトピー性皮膚炎や
アレルギー性鼻炎、気管支喘息などの
の原因になっている可能性がある。

まとめ

• 母親の約半数は当院の指導で石けん洗浄を止める
か、大幅に減らし、その90%は肌の乾燥の程度が
減ったなど肯定的な評価をした。

• 石けん洗浄は皮膚常在菌との相利共生の関係に破
綻をもたらし、皮膚バリア機能にダメージを与え、経
皮感作の機会を作る。

• その象徴的事例が「茶のしずく石けん」事件である。
• 石けんやボデイソープにはさまざまな化学物質が含ま

れており、それによる過敏症を起こす恐れがある。

• バリア機能が脆弱な乳幼児に対しては石けん洗浄を行
うべきではない。
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本日のセミナーの結論
Newton 人体を支配するしくみ 起源・遺伝子からナノテク医療まで Newton Press 2006

進化医学、すなわち命の原理と
仕組みに基づく医療は

安全：重症疾患の見落としがない
安心：不必要な薬は処方しない
安楽：痛みや苦しみが少ない
安価：費用がかからない

の四安医療の実践につながる


