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小児喘息の病態

　齊藤　小児期の喘息の病態というこ
とでうかがいます。
　小児期は年齢により違うので、一く
くりにはできないということでしょう
か。
　下条　子どもたちはもともとゼイゼ
イしやすい、半分ぐらいの子どもさん
が下手をすると３歳ぐらいまでゼイゼ
イしやすいというデータもあることか
ら考えると、とにかくゼイゼイしたら
喘息かということは古くから大きな問
題です。病理学的なところから考える
と、３歳前に明確な好酸球性の気道炎
症の証明はバイオプシーをしても難し
いことから、３歳までの喘鳴とそれ以
降の喘鳴とを、ある程度分けて考えた
ほうがいいのではないかという考えが
あります。
　齊藤　３歳までの子は風邪などでゼ
イゼイしやすいのでしょうか。
　下条　そうですね。気道が小さかっ
たりとか、いろいろな理由があるので
すけれども、特に男の子は気道径が女
の子よりも狭かったり、いろいろなこ

とがありますので、喘鳴を起こしやす
いといわれています。
　齊藤　赤ちゃんのときにアトピーで、
その後、いろいろ続いていくという流
れもあるのでしょうか。
　下条　アトピー性皮膚炎、食物アレ
ルギーから気道アレルギーに発展して
いく、いわゆるアレルギーマーチです
ね。故馬場實先生が何年か前に提唱さ
れた概念ですけれども、それに乗って
いく方たちが30％ぐらいはいるのでは
ないかというデータがあったと思いま
す。そう考えると、ごく一部の方です
けれどもアトピー性皮膚炎から喘息に
なっていきます。アトピー性皮膚炎の
方が全員喘息になるわけではなく、一
部の方がなる理由はまだよくわかって
いません。しかし、アトピー性皮膚炎
をベースに経皮膚、皮膚を介するダニ
の感作がとても大きいのではないかと
考えられています。
　齊藤　皮膚を経由するルートと、そ
うでないルートがあるということです
ね。

　下条　小学生以上で、喘息という診
断がきっちりついているお子さんを振
り返ってみると、もちろん記憶なので
バイアスはあると思うのですけれども、
アトピー性皮膚炎がはっきりあったと
いう方が半分ぐらい、アトピー性皮膚
炎がなかったという方が半分ぐらいで
した。皮膚を介してダニ感作がメイン
で起こってきて喘息になってくるとい
う、いわゆる典型的なアレルギーマー
チのパターンを取られてきて喘息にな
ったお子さんと、そうではなくて喘息
になってきた、もちろんダニ感作はあ
るのですけれども、そういう方も同じ
ぐらいいるというのが現実的な状況だ
と思います。
　齊藤　そこでウイルスは何か関係が
あるのでしょうか。
　下条　非常に興味あることに、アト
ピー性皮膚炎、食物アレルギーから喘
息になってくるアレルギーマーチの発
症には、ライノウイルスの感染症、風
邪のウイルスですが、それがすごく大
きく関係しているといわれています。
アトピー性皮膚炎、食べ物アレルギー
があるお子さんが、１歳の前ではなく
て、１歳を過ぎてからライノウイルス
に感染してゼイゼイすると、将来の喘
息のリスクが高くなることがわかって
います。IgE抗体の産生というものが
あるとウイルスに対する免疫応答が落
ちるともいわれています。アトピー性
皮膚炎、食物アレルギーがあり、ダニ

感作、IgE抗体が存在すると樹状細胞
からのインターフェロンの産生の低下
があり、そのためライノウイルスに感
染したときに十分な免疫応答を惹起で
きないことが一つのパスウェイとして
考えられています。
　齊藤　様々なルートがあるわけです
が、診断が難しいということですね。
　下条　そうですね。特に乳幼児の喘
息は診断が難しくて、2017年に、ガイ
ドラインが小児アレルギー学会から出
ているものが改訂されるのですけれど
も、まだまだそこのところのメカニズ
ムはわからないので、基本的な考え方
は、何歳であっても、乳幼児であって
も、３回、医師が呼気性の喘鳴をはっ
きりと診断することがあれば、それは
クリニカルにはAsthma、喘息と考え
よう、ということになっています。
　日本の小児科医がなぜそういうこと
を考えているかというと、とにかく早
く治療して、早くよくして、将来の成
人への持ち越しを予防したいというの
が小児アレルギーの医師の基本的なス
タンスなのです。成人の喘息の場合は
多分、治癒は現実には難しいと考えて、
目的とはされないと思うのです。小児
アレルギー疾患を診ている医師は喘息
をきちんと最初に抑え込んでしまいた
い、将来の治癒を目指したいというの
が目標だと思います。
　齊藤　小児期の喘息の予後を見てい
くと、必ずしも治らないのですか。
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　下条　日本では長期的ないいデータ
がなかなかないのですけれども、オー
ストラリアなど海外のデータを見ると、
50年ぐらいにわたって子どものころの
喘息をフォローしているスタディがあ
ります。それを見ると、小学校を過ぎ
ても、喘息患者さんの半分は、大人ま
で持っていくか、あるいは大人で再発
ということがわかっています。小児喘
息という言葉の中には、子どものとき
だけゼイゼイするが、そのうち治って
しまうというニュアンスが感じられる
のですけれども、我々は考え直さない
といけません。小児期の喘息を適当に
アンダートリートメントしていて、成
人の先生にお任せするときに「治療が
足りなかったよ」ということを言われ
ないよう、アレルギー性の炎症を小児
期にきちんと抑えて、成人まで持ち越
さないというスタンスをきちんと保た
なければいけないのではないかと思い
ます。
　齊藤　学童期あたりになると診断が
しやすくなるのですね。
　下条　そうです。
　齊藤　リモデリングが起こらないよ
うなかたちにするには、基本は吸入ス
テロイドでしょうか。
　下条　アレルギーマーチを提唱され
た馬場實先生が考えられた言葉ですけ
れども、ゼロレベル作戦というものが
あります。どんな治療をしてもいいの
で、臨床的に運動誘発とか、そういう

ものも含めて、とにかく喘息の発作が
２年間しっかりないところを目指す治
療です。おそらくそれはサブクリニカ
ルなインフラメーションもないような
治療をしなさいということだと思うの
です。そのようなことを続けていると
寛解しやすいというデータがあります。
ステロイドであれ、ロイコトリエン受
容体拮抗薬であれ、その患者さんの症
状とか炎症の強さに合わせて薬を選ぶ
べきだと思いますが、とにかくしっか
り炎症を抑えることは成人と小児で何
の変わりもないのではないかと思いま
す。
　齊藤　ステロイドは小児期の場合に
は、吸入とはいえ全身的な影響がない
とはいえないということですか。
　下条　そうですね。乳児に大量のス
テロイドを使うと成長障害があるとい
われているのですが、通常の量であれ
ば、例えば学童以上では、500μgとか、
それぐらいの量を使う場合に大きな問
題はないと思います。その点は患者さ
んにも納得していただいて、きちんと
炎症を抑える量を使うというのが基本
で、それに対する副作用を恐れ過ぎる
必要はないと思います。
　齊藤　ロイコトリエン受容体拮抗薬
の位置づけは小児期ではかなり大きい
といえるのですか。
　下条　吸入ステロイドは確かに乳幼
児には副作用もありますし、吸入の時
間とか手技の問題もあるので、１日１

回で使えるロイコトリエン受容体拮抗
薬は、日常の臨床で小児科の先生がよ
くお使いです。実は海外よりはるかに
多く使っているのです。最近、喘息の
重症化が少ないということは、もしか
するとこのような薬が早期に使われて
いるからかもしれないのですが、それ
に関しては十分なデータがないので、
本来きちんとした研究をすることがと
ても求められているのではないかと思
います。
　齊藤　アドヒアランスの問題はどう
ですか。
　下条　のむということは、僕も患者
さんに言うのですけれども、逆立ちし
てのもうが、寝てのもうが、のめばち
ゃんと体に入るのだから大丈夫なのだ
けれども、吸入というのはそれをきち
んとやることが保証されないと、何の
意味もありません。使うのだったらき
ちんと使うことがとても大事なので、
その点、経口の薬はたいへんメリット
があるのではないかと思います。

　齊藤　小児期の喘息は炎症を抑える。
大人に持ち越さないようにするという
ことでしょうけれども、成長の問題も
あることから、個別化して治療を行っ
ていくということでしょうか。
　下条　最初はロイコトリエン受容体
拮抗薬からスタートするのは悪くない
と思うのですが、そこで重症化が恐れ
られるような状態になれば、迷わず吸
入ステロイドを入れて、それをきっち
り使ってアレルギー性炎症を抑えるの
が基本的なやり方ではないかと思いま
す。
　齊藤　炎症がおさまったら、それを
減らしていくということでしょうか。
　下条　そうですね。それは呼気のNO
を見たりとか、あるいは運動誘発の喘
息があるかとか、そういう気道過敏を
モニターする方法を用いながら、速や
かに、いいタイミングで吸入ステロイ
ドを減らしていくということもあって
もいいかもしれません。
　齊藤　ありがとうございました。
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もいいかもしれません。
　齊藤　ありがとうございました。
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