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小児の咳止めの科学的根拠1

Introduction

小児科外来にはかぜ（急性上気道炎）で受診する患者さんが多く，その理由
の一つに「咳」があります．「咳をなんとかしてほしい」「咳を止める薬が欲し
い」などと保護者から要望されることがよくあると思いますが，小児に使用す
る咳止め（鎮咳薬）の科学的根拠をご存知でしょうか？

今回は小児の咳止めとして比較的よく処方され，過去にも研究されているコ
デイン・デキストロメトルファン・チペピジンに関して解説します．

さらに，最近，注目されている，小児の夜間の咳とハチミツに関しても言及
します．今回，参考にした論文のほとんどは生来健常児（基礎疾患のない小児）
の典型的な急性上気道炎を対象としています．基礎疾患がある場合は，過去の
研究結果が必ずしも当てはまらないケースがありますので，解釈する際に注意
が必要で，安易に一般化せず個別の症例ごとに検討する必要があります．

1 咳止めのメカニズムと種類

 1.1 咳止めのメカニズム（作用機序）

「咳止め」のことを医学的には鎮咳薬と呼びます．鎮咳薬には，脳の咳中枢
に作用して咳を制御するタイプが多く「中枢性鎮咳薬」と呼ばれることもあ
ります．一方，中枢性に対し「末梢性鎮咳薬」として，去痰薬・気管支拡張
薬などがありますが，こちらは 2章（☞27頁）で解説します．

 1.2 咳止めには麻薬性と非麻薬性がある

中枢性鎮咳薬は大きく以下の 2種類に分けられます．
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1 咳止めのメカニズムと種類

3

●麻薬性鎮咳薬：コデインなど
●非麻薬性鎮咳薬：デキストロメトルファンやチペピジンなど

効果の強さは，コデインが最も強く，デキストロメトルファン，チペジピン
の順と一般的に考えられています．一方で，コデインが最も副作用の頻度が
高く，さらに重篤な副作用が出やすい傾向にあります．

 1.3 麻薬性鎮咳薬

まずは麻薬性鎮咳薬から説明していきましょう．「麻薬性」と聞くとイメ
ージが悪いかもしれませんが，実は古くから使用されています．小児におい
て処方される可能性がある麻薬性鎮咳薬には次のものがあります．

●コデイン：コデインリン酸塩・カフコデ®・セキコデ®・フスコデ®

など

小児で使用する機会は，基本的にかなり限られていますが，非常に強い咳に
対して使用されるケースがあるようです．

 1.4 非麻薬性鎮咳薬

国内でよく使用される非麻薬性鎮咳薬には

●デキストロメトルファン：メジコン®，アストマリ®など
●チペピジン：アスベリン®

の 2種類があります．

ここからはそれぞれの薬について過去の研究結果を紹介しながら解説して
いきます．

1.3 

1.4 
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システマティック・レビューとメタ解析

科学的根拠に基づく医療（evidence based medicine：EBM）は 1990

年代にカナダから提唱され，その後，医療界に浸透してきました．
日本では，厚生労働省が 2000年前後から EBMに沿った診療ガイド
ライン作りをはじめ，20年経過した現在は多数のガイドラインが
公表されています．

EBMと聞くと「システマティック・レビューとメタ解析」を思い
浮かべる方が多いでしょう．このため，臨床医として治療効果を文
献的に検索する場合，まず「システマティック・レビューとメタ解
析が発表されていないか」と探す方が多いのではないでしょうか．
しかし，メタ解析の結果は玉石混淆で，鵜呑みにするのは有害です
らあります．一方で，統計学や疫学といった専門的な知識なしにそ
の質の評価・吟味をすることは困難でしょう．
この Lectureでは，臨床家と統計・疫学の専門家のギャップを埋
めるため，システマティック・レビューとメタ解析に関して，11回
に分けてポイントを述べていきます．海外の公衆衛生の大学院の入
門編で教わるレベルの内容になっています．「システマティック・
レビューとメタ解析は聞いたことがあるけれど，詳しいことはわか
らない」「メタ解析の統計手法について，少し詳しく知りたいけれ
ど，敷居が高そう」という方を対象に書きました．

システマティック・レビュー
システマティック・レビュー（系統的レビュー）とは，その名の

通り，過去に行われた研究を網羅的に調査し，質の高い研究を選び
出し，偏りなく評価する作業のことをいいます．文献を「系統的に」
調査をするには 4つほど注意点があり，

①研究の目的が明確であり，再現性のある方法か？
②研究の目的に該当する研究結果をすべて確認しているか？
③対象となった研究結果の妥当性を評価しているか？（バイア

Lecture 1
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Lecture 1 システマティック・レビューとメタ解析

スなど）
④結果を系統的に提示しているか？

が挙げられます．システマティック・レビューを行った結果，過去
の研究数が少ない，質の高い研究結果を見つけることができない場
合などは，メタ解析を行わずに報告される場合があります．
研究テーマにもよりますが，システマティック・レビューとメタ

解析をして報告するには，短くても 3～ 6ヶ月程度の時間を要しま
す．そのほとんどの期間はシステマティック・レビューに費やされ
ます．具体的にどのような作業が必要かと言うと，文献をくまなく
検索し，読み込み，研究者同士で評価をし，議論を重ねます．これ
は非常に長い時間を要する，根気のいる作業です．
このように，数ヶ月以上の時間・労力をかけてシステマティッ

ク・レビューをする理由には，以下の点が挙げられます．

■医療者・研究者・医療政策者などに有益である
■記述的レビュー（narrative review）より客観的で透明性が高い
■エビデンスが十分であるか，不十分であるかを示唆できる

メタ解析
メタ解析では，システマティック・レビューを行い対象となった

研究結果を統合する作業を行います．「メタ解析は難しくないです
か？」と聞かれることがありますが，メタ解析には非常に単純な統
計手法もいくつかあり，数時間で終わってしまうこともあります．
過去の研究結果を統合するためには，

■治療（treatment）・曝露因子（exposure）とアウトカムが研究間
でほぼ同等とみなせる

■母集団によって治療効果が大きく変わらない
　＝異質性（heterogeneity）がない

colds_本文.indd   25colds_本文.indd   25 2020/03/12   14:372020/03/12   14:37



2 カルボシステイン
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小児の気道感染症と
去痰薬の科学的根拠2

Introduction

　1章（☞2頁）で述べたように，小児への咳止め（鎮咳薬）の有効性が疑問視
されている経緯もあり，小児科外来で鎮咳薬を処方しない医師もいます．その
一方で，小児科外来で気道感染症を対象に，最も処方されている薬の一つが去
痰薬（痰切りの薬）です．今回は，代表的な去痰薬であるカルボシステインと
アンブロキソールの科学的根拠について解説していきます．

1 去痰薬の種類

去痰薬の定義は様々ですが，広義に捉えると以下のようになります．

●気道粘液溶解薬：アセチルシステイン
●気道粘液修復薬：カルボシステイン
●気道分泌細胞正常化薬：フドステイン
●気道潤滑薬：アンブロキソール

これらの去痰薬の中で，小児によく処方されるものは気道粘液修復薬（カル
ボシステイン）と気道潤滑薬（アンブロキソール）でしょう．

2 カルボシステイン
気道粘液修復薬（カルボシステイン）は，気道の粘液分泌を促進したり，線
毛細胞を修復したりすることで，痰や鼻汁の粘稠度を下げて痰や鼻汁を出し
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1 抗ヒスタミン薬の種類
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抗ヒスタミン薬の
科学的根拠3

Introduction

　かぜをひくと出てくる鼻水は，アセチルコリンやヒスタミンが分泌されて生
じます．第一世代の抗ヒスタミン薬は，古くから小児の鼻水に対して処方され
てきました．「抗ヒスタミン」という名前の通りヒスタミンをブロックしてく
れますし，さらに「抗コリン作用」もあるためアセチルコリンもブロックして
くれます．一見すると，鼻水を止める薬としてはとても理にかなっており，理
想的な薬のように思えてしまいますが，その効果の科学的根拠はあるのでしょ
うか？　この章では，ランダム化比較試験（RCT）の結果と，さらに副作用の
リスクについて解説します．

1 抗ヒスタミン薬の種類
抗ヒスタミン薬は，

●第一世代
●第二世代Ⅰ期（鎮静性）
●第二世代Ⅱ期（非鎮静性）

の 3種類に大きく分けられます．

 1.1 第一世代の抗ヒスタミン薬

第一世代の代表的な抗ヒスタミン薬を表 1（☞44頁）に挙げてみました．

  11111111111111111111111111111111111111111111111111111
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1 トラネキサム酸
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小児の咽頭炎とトラネキサム酸，
咳と気管支拡張薬・ヴェポラッブ®の
科学的根拠

4
Introduction

咳止め，去痰薬，鼻水止め（抗ヒスタミン薬）について解説してきましたが，
これ以外の薬でよく処方を希望されるのは，
●喉の炎症や口内炎の薬（トラネキサム酸）
●気管支拡張薬（ツロブテロールテープ®・ホクナリン®など）
あたりでしょう．今回は実際に行われた研究の科学的根拠を明記して，これら
の薬の有効性や副作用を評価していこうと思います．

最後におまけで「ヴェポラッブ®」の有効性について追加しました．昔ながら
の治療法ですが，外来で「ヴェポラッブ®は効きますか？」と質問されること
があります．小児では長らく研究はされていなかったのですが，2010 年に行
われた臨床研究の結果を紹介します．

1 トラネキサム酸
「子供が喉や口の中を痛がっているので，口や喉の痛みに効く薬をくださ
い」と言われた時，使用されることがあるのがトラネキサム酸（トランサミ
ン®）でしょう．
トラネキサム酸は，1962 年に岡本彰祐と岡本歌子により日本国内で開発
されました．日本ではトランサミン®などの商品名で販売され，現在ではジ
ェネリック医薬品も複数存在します．
トラネキサム酸は，

●止血剤（抗線溶薬）
●抗炎症薬
●肝斑（かんぱん）の治療薬
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