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はじめに

鼻腔異物は主に小児にみられる病態であり，ER型
救命救急センターの救急外来では耳鼻咽喉科医（以下
耳鼻科医）ではなく非専門医である初期研修医や救急
医が対応することが多い。小児鼻腔異物に関する疫学
的検討はわが国で乏しく 1)，また，救急外来での初期
研修医や救急医の対応や関与についての検討はこれま
で行われていない。神戸市立医療センター中央市民病
院救命救急センターは，救急外来を受診したほぼすべ
ての患者を来院方法にかかわらず救急医とその指導下
の初期研修医が対応するER型救命救急センターであ
る。小児鼻腔異物に対しても初期研修医や救急医が対

応し，必要に応じて耳鼻科医に診療を依頼している。
なお，本検討での救急医は専攻医および救命救急セン
タースタッフ医師（以下，スタッフ医師）とする。

目　　的

本研究では，当院の救急外来での鼻腔異物の疫学に
ついて，また非専門医である初期研修医や救急医が診
療することの妥当性について検討を行った。

対象と方法

2015 年 1 月 1 日〜 2016 年 12 月 31 日までの 2年間
に，神戸市立医療センター中央市民病院救命救急セン
ターを受診し，鼻腔異物およびその疑いと診断された
16 歳未満の小児を対象とした。年齢，性別，異物，
除去の可否，除去の方法，除去を行った医師，合併症
を診療録から後方視的に検討した。初診時異物除去困
難例，視認不能例は後日電話により保護者に聴取を
行った。

結　　果

対象は150 例で，初診時視認可能例は114 例（76％）
であった。

【要旨】　ER型救命救急センターの救急外来では，小児鼻腔異物の初療を初期研修医や救急医
が行うことが多い。目的：当院救急外来の鼻腔異物の疫学および初期研修医や救急医の診療の
安全性を検討する。対象と方法：2015 年 1 月〜 2016 年 12 月に当院救急外来を受診し鼻腔異
物と診断された小児。カルテから年齢，性別，異物，除去の可否，方法，合併症を後方視的に
検討した。結果：対象は 150 例。中央値 3歳，男児 79 例，ビーズ 54 例。視認可能 114 例中
94 例（82％）は初期研修医や救急医が除去し，鑷子が頻用された。視認不能 36 例中 1例が後
日耳鼻咽喉科医に除去された。合併症はなかった。考察：小児鼻腔異物は救急外来で初期研修
医や救急医でも除去可能である。ボタン型電池など緊急で除去が必要な場合を除き，後日耳鼻
科医受診を促すことで問題なかった。結語：小児鼻腔異物は初期研修医や救急医でも十分対応
できる。
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当救命救急センターでの小児鼻腔異物の検討

1.	 患者背景

年齢，性別ごとの症例数を図 1に示す。年齢は中
央値 3歳，平均 3.0 ± 2.99 歳であった。男児が 79 例
（53％）とわずかに多かった。

2.	 異物の種類

異物の種類別症例数を図2に示す。ビーズ，プラス
チック製玩具，チョコレートやイモなどの食品，石，
紙，木の実，磁石，ボタン型電池など多種多様であっ
た。ビーズの 54 例（36％）がもっとも多く，次いでプ
ラスチック玩具の29例（19.3％），食品の23例（15.3％）
であった。緊急性の高いものとして，ボタン型電池 1
例（0.7％），爪楊枝 1例（0.7％）であった。

3.	 異物挿入側

異物を目視できた114 例中，右側 60例（52.6％），左
側 51例（44.7％）であった。両側に挿入した例は 3例
（2.6％）であった（図 3）。

4.	 除去の可否

異物を目視できた 114 例のうち，救急外来で初期研
修医や救急医が除去できたのは 94 例（目視可能症例
における 82％）であった。初期研修医や救急医が除
去できなかった 20 例のうち，当日耳鼻科医が除去し
たのは 8例であった。そのうち早期除去が必要と判断
されたのはボタン型電池 1例，両側鼻腔内磁石 1例の
2例であり，その他 6例は院内に専門医がいたために
除去を依頼した。当日に除去できなかった症例 12 例

図 1　年齢，性別ごとの症例数
男児がわずかに多く，2，3歳に多くみられる
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図 2　異物ごとの症例数
ビーズ，玩具，食品の順に多いが，多様な異物が認められる



日臨救急医会誌（JJSEM）2020；23：110-4112

上村　恵理，他

のうち後日耳鼻科受診時に除去されたものが 4例，当
院経過中に消失したものが 3例，5例がフォローでき
なかった。
異物が視認できなかった 36 例のうち，後日，耳鼻

科受診時に除去されたものが 1例，後日耳鼻科受診時
にも視認不能であったものが 8例，帰宅後に挿入して
いなかったことが判明したものが 1例，ラムネやチョ
コレートなど経過中に溶解し消失したものが 9例，救
急外来受診後も症状なく経過したため保護者判断で受
診しなかったものが 8例であった。後日電話でのフォ
ローができなかったものが 9例であった。

5.	 除去方法

救急医や初期研修医の除去方法を図4に示す。鑷子

がもっとも多く46例で使用され，kissing technique 21
例，鉗子 18例，positive-pressure technique 6 例であっ
た。複数の方法で除去を試みられたのが 11例あった。
複数の方法を用いた 11 例では，kissing technique と
鋭匙や鑷子，鉗子，粘膜剝離子を併用した方法が 9
例，鑷子と鉗子を用いた方法が 2例であった。除去の
ため鎮静を必要とした例は存在しなかった。

6.	 除去を行った医師

除去を行った医師の内訳を図 5に示す。初期研修
医が 26 例，専攻医が 22 例，スタッフ医師が 46 例で
あった。
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図 3　異物挿入側の症例数
左右差はなく，両側に挿入した例も存在する

図 4　初期研修医や救急医による除去方法
鑷子がもっとも多く用いられ，kissing technique など多様な方法で除去を試みている
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当救命救急センターでの小児鼻腔異物の検討

7.	 合併症の有無

今回の対象症例においては止血困難な鼻出血や，重
篤な粘膜障害，鼻中隔穿孔，咽頭腔への転落，気道異
物などの合併症は確認できなかった。

考　　察

本検討では，救急外来において救急医やその指導下
の初期研修医でも 80％以上が摘出でき，摘出時の鼻
出血，咽頭腔への転落といった合併症はみられなかっ
た。小児鼻腔異物は救急外来において非専門医である
初期研修医や救急医でも，その多くが除去可能である
ことが示唆された。
小児鼻腔異物は，2〜 5歳の症例に多く 1)，3 歳がもっ
とも多い 2) というこれまでの報告と同様の結果であっ
た。性差については男児に多いという報告もあるが 2)，
本検討では性差はみられなかった。
挿入側についての過去の報告はないが，本検討では

左右差はなく，両側に挿入する例も 3例存在した。異
物の種類については非常に多岐にわたり，過去の報
告 1-4) と同様にビーズがもっとも多く，プラスチック
製玩具と合わせると 55.3％と大半を占め，幼少児の入
手の容易さに比例していると考えられる。また，幼少
児が鼻腔内に挿入できる異物は 12mm以下であるとの
報告もあり 1)，プラスチック製玩具は挿入するにはほど
よいサイズであることも要因であると考える。なお，本
検討では異物の大きさについてはデータ欠損が多く検
討できなかった。今後，異物の大きさについても検討
を行いたい。
少なくとも鼻腔内に挿入可能な大きさの異物を幼少

児の手の届く範囲に置かないようにすること，遊んで

いるときも目を離さないようにすることが予防とな
る。現状では診療の場での保護者への注意喚起が行わ
れているが，本検討のような報告をすることで社会的
な啓発にもつながると考えている。再発例についても
検討を行いたい。
異物摘出方法は初期研修医や救急医で違いはなく，
摘出方法については鑷子がもっとも使用され，kissing 
technique，鉗子，positive-pressure technique と本検
討では救急医や初期研修医はさまざまな方法で異物除
去を試み，除去していた。Kissing technique は当院
では奥にある異物を親に吹き込んでもらうことで手前
に出し，その後鑷子や鉗子を併用して除去しているよ
うであった。摘出時に患者の年齢や異物の特徴に合わ
せて non-instrumental/instrumental maneuver を適切
に使い分ける必要がある 2) といわれている。なお，
positive-pressure techniques を使用する場合，理論上
は barotrauma や鼓膜損傷のリスクがあるが，本検討
では barotrauma を示唆する症状や鼓膜損傷はみられ
なかった。これまでの報告でも上記合併症の報告はな
く 5)，安全に除去可能な方法であろう。鼻腔異物は耳
鼻咽喉科外来においてはほとんどが容易に摘出可能で
あり，摘出時の鼻出血，咽頭への転落はまれであると
報告されている 1)。本検討では鑷子や鉗子を用いた場
合，鼻出血や咽頭腔への転落はみられなかった。
早急に摘出が必要な異物の代表としてボタン型電池
がある。本検討では 1例のみであり，その頻度は多く
はないが，ボタン型電池が異物となったときは，一般
的に陰極面に強い組織障害を起こすとされ，鼻中隔穿
孔や肉芽増生を認めることがあり 6)，ボタン型アルカ
リ電池，ボタン型リチウム電池が異物である場合は注
意を要し，除去困難な場合は専門医へのコンサルトを
躊躇してはならない。また，磁石による両側鼻腔異物
の場合，磁力による圧迫による循環障害のため鼻中隔
穿孔をきたすことがあり 7)，同様に注意が必要である。
視認不能例で後日異物を確認でき除去される例は少
なかった。本検討ではフォローできなかった 9例を除
いて，全例が問題なく経過した。異物が視認できない
場合，異物が鼻腔内に実際存在しない可能性もある。
本検討では，後日のフォローでも咽頭腔および気管へ
の転落例は存在しなかったことから，視認不能例およ
び除去困難例については異物がボタン型電池や両側の
磁石，鋭利なものである場合を除き，後日，耳鼻科を
受診するよう保護者へ十分に説明し指導を行うことで
問題なかった。

初期研修医
26 例

専攻医
22 例

スタッフ
46 例

図 5　異物除去を実施した医師
スタッフ医師が約半数を除去し，初期研
修医，専攻医がほぼ残り半数を除去して
いた
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本研究は単施設の救急外来を受診した患者のみを対
象としている。視認困難例や除去困難例は対象人数が
非常に少ないため，今後もより多くの患者の集積と検
討を行うことが救急医および初期研修医が診療する妥
当性を述べるうえで必要と考える。

結　　論

小児鼻腔異物はER型救命救急センターの救急外来
において，救急医とその指導下にある研修医でも十分
対応は可能である。除去困難および視認不能であった
としても，異物がボタン型電池や両側の磁石，鋭利な
ものである場合を除き，後日耳鼻科医を受診すること
で問題なかった。
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