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【要 旨】 

目的：現代社会では乳幼児期の子どもが様々なメディアに接する機会が増大してい

る．子どものメディア使用が 心身発達に影響を与えるとの報告は複数あるが，睡眠に

与える影響についての報告は少ない．そこでメディアの使 用が子どもの睡眠に与える



影響を明らかにすることを目指し，まず今回は幼児及び学童のメディア使用の現状に

つ いて調査を行った． 方法：愛媛大学医学部附属病院の受診者（幼稚園～学童／３

～１２歳の小児）で本調査に同意を頂いた児を対象に， 子どもへの各種メディアの暴

露の状況について，保護者からのアンケート調査を行った． 結果：４５名の幼児及び

学童の保護者から本研究の同意を得られた．最も使用しているメディアはテレビで，

半数 が０歳からの早期暴露であり，１日の使用時間も長いことが明らかとなった．ま

た持ち運びの簡単な携帯ゲーム は，子ども部屋での使用が小学生になると増えること

が明らかとなった． 結論：幼児及び学童の子どもが最も使用しているメディアはテレ

ビであり，０歳からの早期かつ長時間の暴露が 明らかとなった． 

KeyWords：乳幼児，学童，メディア 

【Abstract】 

 Objective:Socialmedia（SM）use has been associated with psychosocial 

development and disturbed sleep.However, previous studies have not elucidated 

the specific importance of SM use in children.We investigated the current state 

of SM use in children. 

 Methods:We assessed 45 children aged 3－12 years at Ehime University 

Hospital,using a questionnaire completed byparents.   

 Result:The most frequently-used form of SM was television, which was used from 

0 years old and for extended durations. Children over elementary school age 

frequently used portable games in their rooms. 

 Conclusion:Television was the most frequently used SM from an early age. 
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 【要 旨】 

目的：レルベアとシムビコートの気管支喘息の増悪に対する効果を明らかにする． 

方法：２０１０年１月から２０１６年１月までに愛媛大学医学部附属病院にてレルベ

アまたはシムビコートを開始され た，１８歳以上の気管支喘息の男女を対象に，各薬

剤の開始から１年間における初回増悪までの期間について後ろ向 きに検討した． 結

果：傾向スコアマッチングを行ったレルベア群とシムビコート群の各３６例におい



て，増悪までの期間に有意差 を認めなかったが，全身ステロイドの短期間投与までの

期間，およびICS／LABAによる治療期間はレルベア群で有 意に長かった． 結論：レル

ベアはシムビコートよりも全身ステロイドの短期間投与までの期間を延長させ，その

効果はレルベア の治療継続率の高さと関連していると推察された． 

KeyWords：気管支喘息，吸入ステロイド薬／長時間作用性β2刺激薬配合剤，傾向スコ

アマッチング 

【Abstract】 

 Aims：This study aimed to clarify the preventive effect of Relvar and  

Symbicort on exacerbations of bronchial asthma.  

Methods：From January 2010 to January 2016, we retrospectively analyzed the 

effects of Relvar and Symbicort for preventing asthma exacerbation during 1 year 

in men and women aged ＞18 years with asthma at Ehime University Hospital. 

Patients were divided into two groups of 36 propensity scorematched patients, 

one treated with Relvar and one treated with Symbicort.  

Results：Although there were no differences in the duration of exacerbations 

between groups both the duration of short courses of systemic steroids and the 

treatment period with inhaled corticosteroid/longactingβ2 agonist were longer in 

the Relvar group than in the Symbicort group. 

Conclusion：Relvar delays short courses of systemic steroids and the effects 

are likely related to treatmentperiod. 
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