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群馬大学小児科教授
荒　川　浩　一

（聞き手　大西　真）

小児喘息の診断

　大西　荒川先生、小児喘息の診断に
ついてうかがいたいと思います。
　小児喘息の診断は、機能的な点から
の診断というかたちになる気もするの
ですが、そのあたりから教えていただ
けますか。
　荒川　喘息の診断というのは、ある
数値以上だと診断ができるのとは異な
り、症状（発作性の喘鳴、咳嗽、呼気
延長を伴う呼吸困難などの反復）や臨
床所見（理学所見、可逆性の気流制限）
から判断しています。一部のお子さん
では、呼吸機能検査により気流制限の
確認を行います。
　大西　小児と一くくりに言いますが、
小さいお子さんから、年齢も様々です
ね。
　荒川　そうですね。低年齢のお子さ
んでは、呼吸機能検査が実施できない
ため、客観的な評価がなく、診断が難
しくなります。
　大西　小児喘息の場合、どのような
症状に着目したらよいでしょうか。
　荒川　まず、発作性の喘鳴と咳嗽、

呼吸困難を繰り返す疾患が喘息の定義
となりますが、中には咳が主体になる
お子さんもいらっしゃいます。呼吸困
難というのは自覚症状であり、年少児
では訴えることができないため難しい
のですが、多呼吸、呼気延長や陥没呼
吸などの努力呼吸を客観的に捉えるこ
とが重要です。
　大西　臨床所見ですが、聴診などで
はどのような点に注目したらよいでし
ょうか。
　荒川　聴診では、胸部全体に高調性
の呼気性喘鳴が聴取され、また、呼出
ができなくなるため吸気時間より呼気
時間の延長、すなわち呼気延長がみら
れます。
　大西　５歳未満の小さいお子さんと
５歳以上では、少し違いがあるのでし
ょうか。
　荒川　５歳未満のお子さん、特に乳
幼児だと呼吸が速くなり、呼気延長が
判断できないこともよくあります。そ
の場合には、起座呼吸がないかどうか、
あるいは陥没呼吸が目立つかどうか、

機嫌が悪いかどうかなど他覚的に判定
しています。
　大西　次に検査として、アレルギー
検査が重要になってくるかと思います
が、そのあたりはいかがでしょうか。
　荒川　アレルギー検査は、血液で調
べる特異的IgE抗体と皮膚テスト、す
なわちプリックテストを用いて検査し
ます。小児喘息の場合、多くは吸入性
抗原に対し陽性反応が見られます。特
に、ダニ、ハウスダスト、ペットであ
り、それ以外にも難治化に関与すると
いわれている真菌が陽性になることも
あります。
　大西　現場ではどちらの方法を用い
るのが多いのでしょうか。
　荒川　日本では、血液検査が簡単に
できるので一般的になっています。し
かし、諸外国では費用の面もあり、皮
膚テストもよく用いられています。
　大西　次に生理学的な検査があると
思いますが、中心的なものは呼吸機能
検査になりますか。
　荒川　そうですね。呼吸機能検査と
して、努力肺活量測定によって一秒量
（FEV1）や一秒率（FEV1/FVC）とい
った喘息に重要な指標とフローボリュ
ーム曲線を同時に得ます。フローボリ
ューム曲線では、最大呼気流量である
ピークフロー（PEF）やV

・

50、V
・

25を見
ます（図１）。ピークフローは、主に
中枢気道を、V

・

50やV
・

25は末梢気道を反
映するとされ、それぞれの気道狭窄が

あるかを評価できることから、一番オ
ーソドックスな検査方法です。
　大西　何歳ぐらいからできるのでし
ょうか。
　荒川　小学校２～３年生になるとし
っかりできますが、６歳未満では少し
難しいと思います。そのようなお子さ
んについては、最近、強制オシレーシ
ョン法という、非侵襲的に安静呼吸で
測定可能な呼吸機能検査が開発されて
います。口にくわえているだけで測定
できるため、低年齢児でも測定可能な
お子さんがいます。
　大西　かなり簡便なものですか。
　荒川　そうですね。努力呼吸を必要
とせずに、口にくわえていればよいの
です。ただ、咳をしたり、言葉を発し

図１　フローボリューム曲線
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たりすると測定できません。
　大西　小さいお子さんの場合の鑑別
診断は難しいと思うのですが、どうい
った点に注意するか、どんな疾患がま
ぎらわしいかといったことはあります
か。
　荒川　乳幼児期に喘鳴をきたす疾患
は非常に数多くあります。風邪を引い
て下気道炎になっただけで喘鳴がすぐ
に生じやすいのが乳幼児期の特徴です。
その中で、喘息になっていくかどうか
がわかればよいのですが、そこが難し
い点です。そのため、小児気管支喘息
治療・管理ガイドラインにおいては、
少なくとも３回喘鳴を繰り返した場合
を広義に捉えて喘息と診断することに
しています。
　ただ、その中にも、器質的な疾患、
例えば気管・気管支軟化症、大血管が
気管を圧迫する血管輪によっても喘鳴
を反復します（表）。そのような疾患
は必ず除外しなければなりません。ま
た、それ以外に重要なものとして、小
さなお子さんでは、鼻炎や副鼻腔炎に
より鼻汁が後鼻漏となって、それで喘
鳴を繰り返すことがよく見られます。
低調性の喘鳴が多いのですが、吸気・
呼気ともに喘鳴を認め、喘息の治療が
過剰になっていることがあります。そ
の点は、しっかりと区別していかなく
てはいけないと思います。
　大西　小児喘息には、病型といいま
すか、フェノタイプがあるのですね。

そのあたりはいかがでしょうか。
　荒川　乳幼児期の喘鳴を鑑別して器
質的な疾患がない場合に、幾つかの病
型に分類されます。その中には、アト
ピー型・IgE関連喘鳴群、RSウイルス
感染後に喘鳴を反復する非アトピー型
喘鳴群、それに、３歳ぐらいまで喘鳴
を繰り返すが、その後は消退傾向にな
る一過性の喘鳴群です（図２）。これは、
アリゾナ大学のマルチネス先生が提唱
した３つの病型です。
　大西　RSウイルスなども冬場はけっ
こう、流行りますね。
　荒川　非常に流行っていて、小児科
に入院しているお子さんのうちのけっ
こうな数を占めています。RSウイルス
感染が予防できるようになると、細気

管支炎による入院患者数が減少するば
かりでなく、先ほどの非アトピー型喘
鳴群の予防にもなり、反復性喘鳴によ
る入院も減少するのではないかと思っ
ています。
　大西　ガイドラインが定期的に改訂
されると思うのですが、2017年度、新
しく改訂される予定とうかがっていま
す。新しい考え方や特徴はあるのでし
ょうか。
　荒川　諸外国のガイドラインでは、
反復性に喘鳴を呈する５歳以下を一く
くりとして乳幼児喘鳴群と名付けてい
ます。その中を、アトピー型・IgE関
連喘鳴群とウイルス性喘鳴群の２つに
分けています。これまでの日本のガイ
ドラインでは、２歳未満と２～５歳の
２つに分類していました。この２つの

年齢群で、それぞれ何か特徴に大きな
違いがあるかというと、診断や治療に
おいてオーバーラップしている部分が
多く、また２歳未満のエビデンスも非
常に乏しいので、まとめてもいいので
はないかという議論がありました。そ
のため、まだ確実には決まっていない
のですが、２歳未満と２～５歳をまと
めて６歳未満として、学童期以降と２
つに分けることにしようと検討してい
る最中です。
　大西　診断基準そのものは、例えば
欧米と日本で大きな考え方が違うとい
ったことはないでしょうか。
　荒川　そこはありません。ただ、諸
外国では５歳以下を喘息という診断に
しないで、喘鳴群という名前でフォロ
ーしていくかたちにしています。

表　乳幼児反復性喘鳴の鑑別疾患

頻度 疾患

多い 乳幼児喘息
慢性鼻・副鼻腔炎
胃・食道逆流症
慢性肺疾患（新生児期の呼吸
器障害後）

少ない 気管・気管支軟化症
先天異常による気道狭窄（血
管輪など）

まれ 閉塞性細気管支炎
気管支拡張症
先天性免疫不全症（反復性呼
吸器感染）

心不全

図２　乳幼児喘鳴性疾患の病型分類
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　大西　確かに少し様子を見ないと、
なかなか確定的なことは言えない場合
もありますね。
　荒川　最初に述べたように、このバ
イオマーカーが陽性であれば喘息であ
るというようなものがあれば一番よい

のですが、それがないものですから、
喘息という確定が乳幼児期には難しい
のが実際です。
　大西　少し経過を見ながらというこ
とですね。どうもありがとうございま
した。

COPD・喘息の最新情報（Ⅳ）

国立病院機構相模原病院臨床研究センター長
谷　口　正　実

（聞き手　中村治雄）

薬剤・運動誘発性喘息

　中村　谷口先生、薬剤・運動誘発性
喘息について、ご専門の立場から教え
ていただきたいと思います。
　一般の医師からしますと、薬ではア
スピリン喘息が一番に頭に浮かぶので
すが、これはIgEと絡むのでしょうか。
　谷口　アスピリン喘息は不耐症に属
しまして、アレルギー・免疫学的な機
序は否定されています。初めて使った
方でも起きますし、後天的に中年女性
に発症しやすいことがよく知られてい
ます。
　中村　それはどうしてなのですか。
　谷口　解熱鎮痛剤全般で起きるのが
アスピリン喘息の方の特徴でして、解
熱鎮痛剤というのはシクロオキシゲネ
ース、すなわちプロスタグランジン合
成酵素を阻害します。その合成酵素を
阻害することによって体内のプロスタ
グランジンE２が減少するために爆発
的な発作が出るということが知られて
います。
　中村　そうすると、ある程度予防は
できるのですか。

　谷口　ヒトではプロスタグランジン
E２として予防的に使える薬はないも
のですから、解熱鎮痛剤を避けるしか
今のところ方法はないのです。
　中村　そうすると、前もって医師は
そういったものを使うときに患者さん
に既往があるかどうかを聞かなければ
いけないのですね。
　谷口　そうですね。成人喘息の方の
５～10％ぐらいがアスピリン過敏、解
熱鎮痛剤過敏ですので、喘息の既往の
ある方、治療中の方は十分気をつけて
解熱鎮痛剤、いわゆるNSAIDsを処方
するかどうかを決定していただければ
と思います。
　中村　期間とはあまり関係なく、す
ぐ出るということですか。
　谷口　解熱鎮痛効果が出るとやはり
30分ぐらいしてから発作が出ます。薬
理学的なプロスタグランジン合成阻害
効果が続く数十分から数時間、発作も
続いてしまうという難しい体質です。
　中村　患者さんにもある程度話をし
て、注意しなさいということを言わな
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