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小児喘息の治療・予後

　齊藤　小児喘息の治療と予後につい
てうかがいます。
　小児喘息、特に乳幼児は診断が難し
いと聞いています。
　勝沼　大人や年長児は典型的な喘息
症状で来院されるケースが多いですし、
いろいろな検査が呼吸機能を含め比較
的容易にできますので、診断に苦慮す
ることは少ないと思います。しかし、
乳幼児では気道異物や気道の奇形等鑑
別疾患が多彩ですので、まずそこの難
しさがあるのではないかと思います。
たとえ鑑別診断がしっかりなされた後
でも、喘息なのか、あるいは一過性に
数カ月～数年、ゼイゼイを繰り返す喘
息性（様）気管支炎なのかの判断が難
しいとされていると思います。
　齊藤　そういった難しさがあるので、
インデックスを使って診断することが
あるのですか。
　勝沼　Asthma predictive indexとい
うインデックスがありまして、日本も
含めて世界的に広く用いられています。
具体的に申し上げると、大項目と小項

目がそれぞれ３つずつあります。大項
目は、親に喘息があるかどうか、本人
にアトピー性皮膚炎があるかどうか、
そしてIgE検査で吸入性抗原（ダニ、
ハウスダスト、花粉等）に感作がある
かどうかです。小項目は、食べ物抗原
（卵・牛乳）に感作があるかどうか。そ
して、末梢血中で好酸球増多（４％以
上）があるかどうか。あとは、感冒以
外で、例えば走ったりしてゼイゼイす
ることがあるかどうか。大項目ですと
１つ以上、小項目だけですと２つ以上
満たした場合、初めての喘鳴であれば
約60％、２度目以降の喘鳴であれば約
80％の確率をもって将来喘息に移行す
るだろうとの予見が可能なインデック
スです。
　齊藤　治療についてはどういったこ
とから始めるのでしょうか。
　勝沼　子どもの喘息はallergicな喘息
が圧倒的に多いので、ベースは抗原あ
るいは刺激因子の回避です。具体的に
は、ダニ、ほこりを回避します。一番
の発生源は布団ですから、布団中のダ

ニ・ホコリを少なくすることが重要で
す。刺激因子の代表的なものはたばこ
の受動喫煙です。以上の基本を押さえ
たうえで薬物管理を行いますが、軽症
な段階での第一選択薬はロイコトリエ
ン受容体拮抗薬になります。そこでう
まくいかない場合、段階的に吸入ステ
ロイド等を追加していきます。
　齊藤　ロイコトリエン受容体拮抗薬
はどういった投与の仕方をするのです
か。
　勝沼　ロイコトリエン受容体拮抗薬
には１日２回内服のものと１日１回内
服のものがあります。１日１回内服の
ものは、就寝前に内服します。１～５
歳までは４㎎のスティックがあって、
中に粉が入っています。強い味ではな
いので皆さん、のみやすいようです。
６歳を超えるとチュアブル錠、それ以
上になると錠剤等が使われます。
　齊藤　それが第一選択で、それで不
足している場合には吸入ステロイドに
なりますか。
　勝沼　はい。
　齊藤　これはどのように使用するの
でしょうか。
　勝沼　吸入ステロイドには吸入液、
エアロゾル、パウダー状に分類できま
す。大きいお子さんですと、いずれも
可能です。ただし、赤ちゃん、あるい
は１～２歳の小さなお子さんですと、
パウダーは困難です。吸入液は容易に
できると思いますし、エアロゾルタイ

プのものもスペーサーを用いることに
よって、容易に行うことができます。
　齊藤　投与方法は、どうなりますか。
　勝沼　１日１回のタイプもあります。
多くのものは１日２回、朝と夜に吸入
します。
　齊藤　ステロイドは心配な親御さん
も多いと思いますが、これはいかがで
すか。
　勝沼　吸入ステロイドによって全身
作用を比較的起こしにくいものと起こ
しやすいものがあります。一番の問題
はその用量です。日本のガイドライン
で推奨されているような、少ない用量
で用いる分には、成長抑制の心配はな
いと考えていいと思います。ただし、
それは全体のデータからいえる、いわ
ば総論ですので、個々の症例に関して、
吸入ステロイドの使用中は成長曲線を
フォローアップしていただくほうがよ
り安全かと思います。
　齊藤　治療による、症状の改善を見
ていくということですか。
　勝沼　はい。
　齊藤　いずれは中止になりますか。
　勝沼　小児の場合、大人に比べて軽
症が多いので、一般的には２～３カ月
ぐらい続けて、症状と気道の炎症をし
っかり抑えた後、用量を減らしていき
ます。薬の中止を目指して頑張ってい
くことになるかと思います。
　齊藤　それで中止できればたいへん
よいと。ただ、喘息は風邪を引くとま
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た起こしやすいのでしょうか。
　勝沼　はい。ベースに気道の慢性炎
症があるので、トリガーとしての風邪
に罹患すると、喘鳴・呼吸困難を繰り
返すようになります。実際には、そう
いったものを見極めながら、減らしど
ころ、中止どころを探っていくことに
なると思います。
　齊藤　風邪で喘息を繰り返しそうな
人の場合には、吸入も適宜使っていく
のでしょうか。
　勝沼　これまで吸入ステロイドは連
日吸入（毎日行う吸入）が常識でした。
しかしここ数年、間欠吸入という新し
い用い方が注目されています。感冒症
状が現れて、近い未来の喘息増悪が予
見される、そういうタイミングで吸入
ステロイドを用いる方法です。軽症化
した喘息が対象です。今、私自身も含
め、エビデンスをつくる研究をしてい
まして、非常に期待できると考えてい
ます。
　齊藤　治っていくといわれているの
かもしれませんけれども、どのような
成績がありますか。
　勝沼　今でも継続されていると思う
のですが、オーストラリアで1960年代
から調査が続けられているMelbourne 
asthma studyという長期追跡研究があ
ります。これによると、喘息児の予後
は決して楽観的ではないようです。中
等症では70％ぐらいが40歳を過ぎても
喘息をアクティブに引きずっています

し、軽症であっても30～40％が引きず
っているという報告がなされています。
しかし、これは今から40～50年前の、
抗炎症治療という考えがない時代の予
後ですので、現在の喘息児たちの将来
はもう少しよくなっているのではない
かと、自分自身は少し楽観視していま
す。
　齊藤　思春期になってもなかなか喘
息が治らない。どちらかというと重症
というタイプの方には治療があります
か。
　勝沼　思春期は、薬の遵守率、アド
ヒアランスが低下してきます。また、
自己流の服薬になってきますので、少
し注意が必要な年齢です。思春期に喘
息症状がみられる方は治る見込みは低
いと思いますし、軽症ではない可能性
があります。一方で、重症な方に対し
ては近年、分子標的薬が使えるように
なってきました。小児を中心とする
allergicな喘息に対しては、オマリズマ
ブという抗IgE抗体が非常によく効き
ます。私が診ている患者さんのうち、
小児期にさんざん苦労された喘息患者
さんもこの治療を行うことによって劇
的に症状が改善しています。
　齊藤　そのぐらいになると、たばこ
も吸いたくなる年代ですが、これはい
かがですか。
　勝沼　つい最近「ニューイングラン
ドジャーナル」に報告されたデータで、
喘息児の呼吸機能を20年余り長期に追

った研究が報告されました。それによ
ると、1/4の喘息児の呼吸機能はノーマ
ルに成長していくのですが、他の1/4
は途中までノーマルながら、その後落
ちていきます。他の1/4は最初から成
長が十分いかず、残りの1/4は成長が
うまくいかないうえ、途中からさらに
悪くなっていきます。この成長がうま
くいかない子どもたちの1/4ぐらいが
20代にCOPDを発症することが報告さ
れました。したがって、呼吸機能を含
めた長期のフォローアップ、内科への
引き継ぎ、そして何よりも禁煙教育、
こういったことはこれからますます重
要になると考えています。
　齊藤　赤ちゃんにアレルギーマーチ

があるといわれていますが、治療への
試みもあるのですか。
　勝沼　免疫療法、すなわち食物抗原
あるいは吸入性抗原を早期から暴露す
ることによって、アレルギーの発症や
進展を抑えられないかという考え方が
あって、いろいろ試みがなされていま
す。
　齊藤　まだこれからの研究が必要だ
ということですね。
　勝沼　はい。将来的にはアレルギー
の病気を進展させずに、早い段階で抑
える、あるいは治してしまうのが小児
科医の夢だと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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