
　齊藤　成人喘息の病態ということで
すが、そもそも喘息は炎症といわれて
いますけれども、どういうことなので
しょうか。
　浅野　喘息の代表的な症状は、発作
性の気道狭窄による喘鳴を伴う呼吸困
難なので、それが喘息の本態だと長ら
く考えられていたのです。ところが、
今から30年ぐらい前に、喘息患者の気
管支には慢性の炎症が起きており、そ
れが原因で気管支狭窄が生じるという
ことがわかってきました。それを受け
て喘息は気管支の炎症を抑えないとよ
くならないということがわかり、治療
法が大きく変わったことで喘息の治療
成績はすごくよくなったのです。
　齊藤　これは気管支鏡などで見たり、
バイオプシーをするということでわか
るのですか。
　浅野　喘息の患者さんの気管に内視
鏡を入れることで発作が起きてしまう
ので、気管支鏡検査は一般的ではあり
ません。一番簡単なのは喘息患者さん
の痰を調べてみることで、好酸球とい

うタイプの炎症細胞がすごく多くなっ
ていることが特徴です。気道感染の際
に増える炎症細胞は好中球が多いので
すが、喘息の場合は好酸球が増える慢
性気道炎症だということがわかったの
です。
　齊藤　また、喘息はアレルギーとい
われていますけれども、これはどうい
うことなのでしょうか。
　浅野　アレルギー反応とは、本来、
体の中に入ってきてはいけないような
ものを速やかに排除するための、体を
守るための作用なのですが、それが過
剰に働いてしまう、あるいは違った標
的のものに対して働いてしまうことに
よって起きると考えられています。
　喘息患者のアレルギーとして、具体
的に日本で一番多いのはダニアレルギ
ーです。その他にもペットのネコとか
ウサギなどのふけや尿中の成分、カビ
でも起きます。こういった物質に対し
てアレルギー体質になっている状況で
原因物質が気管支に入ってくると、そ
れを排除しようとして喘息症状が起き

るわけです。
　齊藤　具体的にはどんな細胞がいる
のでしょうか。
　浅野　気管支の中にそういうアレル
ギーを起こす物質が入ってくると、２
種類の細胞が主に働きます。１つはマ
スト細胞といって、これがアレルギー
原因物質を免疫グロブリンEを介して
認識し、速やかに気管支炎症、粘膜浮
腫、あるいは気管支収縮を生じさせる
物質を出すのです。これによって生じ
た速やかな反応から数時間経ってくる
と、今度はリンパ球などがいろいろな
サイトカインやケモカインを出して、
先ほどお話しした好酸球を気管支に呼
び寄せます。そうすると、また炎症が
起きて気管支が狭くなってくるという
ことが起きるのです。
　齊藤　複雑な反応が起こっているの
ですが、どんな物質がとらえられてい
るのでしょうか。
　浅野　マスト細胞が出す炎症性物質
としては、ロイコトリエンが一番有名
かつ強力です。この物質は気管支の回
りをバンドのように取り巻いている平
滑筋を収縮させ、気道狭窄をきたしま
す。ですので、喘息の患者さんの発作
治療には、平滑筋を直接弛緩させる薬
剤であるβ刺激薬、主に吸入薬で使う
ものですが、それを使います。
　一方、リンパ球が出すいろいろなサ
イトカインの中には、インターロイキ
ン５とか、インターロイキン13といわ

れるような様々なものがあるのですが、
最近ではこういったサイトカインを中
和するような抗体が重症喘息の治療薬
として出てきています。
　齊藤　吸入ステロイドはどのように
影響するのですか。
　浅野　吸入ステロイドは、副腎皮質
ステロイドホルモンの吸入薬ですけれ
ども、これは喘息の病態にかかわる
様々な細胞、例えば、好酸球であった
り、リンパ球であったりに作用します
ので、そういった意味で炎症を幅広く
抑えて鎮めていくという薬剤です。
　齊藤　気道炎症があって、様々なメ
ディエーターが、平滑筋に作用して気
流制限ということになるのですか。
　浅野　そうですね。ロイコトリエン
以外に自律神経、特に副交感神経から
出てくるアセチルコリンなども気管支
平滑筋を収縮させます。このように
様々な物質が気管支の平滑筋を収縮さ
せるので、一つひとつの物質を阻害し
てもなかなか喘息の発作を止めること
ができないのです。そこで、喘息発作
を止めるためには平滑筋そのものを直
接弛緩させるβ刺激薬を使うのが一番
即効性があり、かつ効果が高いとされ
ています。
　ただ、高度の発作では、平滑筋の収
縮だけではなく、粘膜浮腫や粘液の過
分泌も気道狭窄の原因になっているの
で、その場合にはβ刺激薬だけでは抑
えることができなくなります。この場
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合はステロイドホルモンを、吸入では
なくて、内服あるいは注射で大量に投
与することで、粘膜浮腫や粘液過分泌
を抑えます。
　齊藤　そういう場合には吸入以外の
ルートでも投与するのですね。
　浅野　そうです。発作のときには注
射で使うことがどちらかというと多い
ですね。
　齊藤　気道炎症、さらに気道のリモ
デリングも起こるということでしょう
か。
　浅野　喘息患者さんが吸入ステロイ
ドを使ってきちんと治療を受けている
と、喘息はあまり悪くならないで、比
較的日常の生活を普通に送れるように
なります。ところが、治療を不定期に
やっている、あるいはちょっとよくな
ったからといって治療をやめてしまう
と、今度は慢性的に炎症が続き、気管
支の構造が変わってきます。具体的に
は、粘液産生細胞や平滑筋細胞が増え
る、あるいは、気管支そのものが固く
なってしまい、β刺激薬を使っても拡
張しなくなるという気道のリモデリン
グが起きてきます。そうなると、いく
ら治療しても効果が乏しくなりますの
で、そうならないように普段から治療
していくことが非常に大切になってき
ます。
　齊藤　患者さんに吸入ステロイド治
療をしっかり継続していただくのは、
アドヒアランスの問題になりますか。

　浅野　症状があるときだけ使うとい
うやり方ではなかなか喘息のコントロ
ールを完全によい状態に保つことが難
しいので、症状があってもなくても、
きちんと毎日吸入薬を使っていただく
ことが大事になります。
　最近わかってきたことは、気管支の
炎症だけではなく、気管支が収縮する
ということ自体も、気道のリモデリン
グを起こし、喘息が治りにくくなって
しまう原因になるので、発作を起こさ
ないように予防することが、病態の面
からも大事だということがわかってき
ました。
　齊藤　ということになると、LABA
の位置づけもあるということになるの
でしょうか。
　浅野　そうですね。先ほどからお話
ししているβ刺激薬の中には、即効性
で短時間だけ効くタイプのものと、ゆ
っくり長時間効くタイプのものがあり
ます。長時間効くタイプのLABAをス
テロイドの吸入薬と併用するというの
が、気管支の収縮を起こさないように
するという意味では大切だと思います。
　齊藤　配合剤が出てきていますが、
そのほうがアドヒアランスという意味
では有利だということになるのでしょ
うか。
　浅野　吸入ステロイドもLABAも吸
入薬なので、２つの薬を１つにまとめ
てしまうことができるのですが、その
最大のメリットは、吸入ステロイドを

使い忘れないということです。LABA
は使えば楽になるので皆さん使うので
すが、ステロイドを一緒に使うことが
絶対に必要なので、配合剤を使うとい
うことが有効です。
　齊藤　実地臨床では、アドヒアラン

スを高めて炎症を抑えていくというこ
とになるのですね。
　浅野　見えない炎症を抑えるという
ことが大事です。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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