
　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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の方とか、毎日症状があって不安定な
方に対しては、選択性が高いβ1阻害薬
でも、強い発作が出ることはよく知ら
れています。
　中村　β1ブロッカーなどはよく使い
ますからね。
　谷口　緑内障でもβ1ブロッカーは使
いますので、眼科の医師はよく知って
いると思うのですけれども、緑内障の
点眼薬も、喘息の方には注意して使っ
ていただくほうがよいと思います。
　中村　それ以外に何かありますか。
　谷口　以前はACE阻害薬で咳が出や
すいことから、喘息の方に一時は禁忌
とされていたときもあったのですが、
ここ10年ぐらいの調査で、喘息の方が
一般の方より咳が多いということもあ
りませんので、使ってよいと今はなっ
ています。
　中村　研究の進歩で、安心して使え
るようになってきたのですね。
　谷口　ARBも安全だと思います。
　中村　それでは、少し運動との絡み
で教えいただきたいのですが、私ども
の知識では運動は喘息発作のthreshold
を下げるという話を聞くのですが、そ
れは正しいのでしょうか。
　谷口　そのとおりです。専門施設で
は、喘息が出やすいかどうかを調べる
気道過敏性検査というものがあります。
その中の代表的な刺激として運動負荷
があり、患者さんに少し走っていただ
いて、肺機能が落ちるかどうかを見る

検査です。症状が重い方、気管支に炎
症が続いている方は運動刺激で気管支
が狭くなって、場合によっては発作が
出てしまうということです。
　中村　それはエアウェイを使うこと
が刺激になるのですね。
　谷口　そのとおりです。運動するこ
とによって過換気になるので、気管支
の上皮が冷やされ、かつ乾燥するので、
そこで気道のマスト細胞が活性化して
発作につながってしまうのです。です
ので、例えば水泳とか、過換気になら
ないスポーツですと、あまり起きない
ということが知られています。
　中村　どんな食品を摂ったかが絡む
人も出てくるのですか。
　谷口　アナフィラキシーの場合は、
例えば小麦粉＋運動で誘発される方が
いますけれども、純粋に喘息の場合は
食事とかそういうものはあまり関係あ
りません。
　中村　その辺の予防的なことを、将
来の展望も含めて教えていただけたら
ありがたいのですが、私ども一般の医
師から見ますと、例えばIgEの抗体な
どが使えないものかと考えてしまいま
す。その辺はいかがでしょうか。
　谷口　数年前に出た抗IgE抗体、オ
マリズマブは、IgEが関係しているア
トピー型の喘息の方にはもちろんよく
効きますし、まだよく理由はわかって
いないのですけれども、私どもが、2015
年にアメリカのアレルギー学会誌に出

いといけないですね。
　谷口　そうですね。幸いシクロオキ
シゲネースには１と２がありまして、
従来のアスピリンとかインドメタシン、
ジクロフェナク、イブプロフェンは主
に１を阻害しますけれども、幸い選択
的なシクロオキシゲネース２阻害薬が
今はあります。すなわちコキシブ、市
販されているのはセレコキシブですが、
これに関しては、世界中で安全に使え
ることが確認されているので、疑わし
い患者さん、喘息の患者さんには、で
きたらセレコキシブを使っていただけ
ればと思います。

　中村　何か高そうな感じがしますが。
　谷口　ただ、アセトアミノフェンも
使える方がほとんどですので、セレコ
キシブ、もしくはアセトアミノフェン
で対応いただければと思います。
　中村　そのほか医師が注意していな
ければいけないような薬にどんなもの
があるのでしょうか。
　谷口　解熱鎮痛剤が一番怖いのです
けれども、意外に忘れがちなのはβブ
ロッカーだと思います。降圧剤のβブ
ロッカーは、今非常にβ1選択性が高い
薬剤が多いですから、以前よりは安全
なのですけれども、やはり喘息が重症

NSAIDs不耐症（疑い例も含め）に対するNSAIDs投与

・危険（強いCOX１阻害作用を持つ薬剤）
　＊NSAIDs全般（アスピリン少量も含め）。貼付、塗布、点眼薬も禁忌
　　・ただし、MS冷シップⓇ、温シップⓇはほぼ安全

・やや危険（弱いCOX１阻害作用を持つ薬剤）
　＊アセトアミノフェン１回500㎎以上

・ほぼ安全（COX１阻害作用は少ない薬剤）� ただし重症例や不安定例で悪化あり
　＊アセトアミノフェン１回300㎎以下
　塩基性消炎剤（＊ソランタールⓇなど）
　＊PL配合顆粒Ⓡ

　COX２阻害薬（＊ハイペンⓇ、＊モービックⓇ）

　 選択的COX２阻害薬：コキシブ（＊セレコックスⓇ）

・安全
　葛根湯、地竜
　ペンタゾシン、モルヒネ

＊は添付文書上、AERDに禁忌と記載→主治医の自己責任での処方になる
（JGL2015、谷口正実　内科学会誌　2013）
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の方とか、毎日症状があって不安定な
方に対しては、選択性が高いβ1阻害薬
でも、強い発作が出ることはよく知ら
れています。
　中村　β1ブロッカーなどはよく使い
ますからね。
　谷口　緑内障でもβ1ブロッカーは使
いますので、眼科の医師はよく知って
いると思うのですけれども、緑内障の
点眼薬も、喘息の方には注意して使っ
ていただくほうがよいと思います。
　中村　それ以外に何かありますか。
　谷口　以前はACE阻害薬で咳が出や
すいことから、喘息の方に一時は禁忌
とされていたときもあったのですが、
ここ10年ぐらいの調査で、喘息の方が
一般の方より咳が多いということもあ
りませんので、使ってよいと今はなっ
ています。
　中村　研究の進歩で、安心して使え
るようになってきたのですね。
　谷口　ARBも安全だと思います。
　中村　それでは、少し運動との絡み
で教えいただきたいのですが、私ども
の知識では運動は喘息発作のthreshold
を下げるという話を聞くのですが、そ
れは正しいのでしょうか。
　谷口　そのとおりです。専門施設で
は、喘息が出やすいかどうかを調べる
気道過敏性検査というものがあります。
その中の代表的な刺激として運動負荷
があり、患者さんに少し走っていただ
いて、肺機能が落ちるかどうかを見る

検査です。症状が重い方、気管支に炎
症が続いている方は運動刺激で気管支
が狭くなって、場合によっては発作が
出てしまうということです。
　中村　それはエアウェイを使うこと
が刺激になるのですね。
　谷口　そのとおりです。運動するこ
とによって過換気になるので、気管支
の上皮が冷やされ、かつ乾燥するので、
そこで気道のマスト細胞が活性化して
発作につながってしまうのです。です
ので、例えば水泳とか、過換気になら
ないスポーツですと、あまり起きない
ということが知られています。
　中村　どんな食品を摂ったかが絡む
人も出てくるのですか。
　谷口　アナフィラキシーの場合は、
例えば小麦粉＋運動で誘発される方が
いますけれども、純粋に喘息の場合は
食事とかそういうものはあまり関係あ
りません。
　中村　その辺の予防的なことを、将
来の展望も含めて教えていただけたら
ありがたいのですが、私ども一般の医
師から見ますと、例えばIgEの抗体な
どが使えないものかと考えてしまいま
す。その辺はいかがでしょうか。
　谷口　数年前に出た抗IgE抗体、オ
マリズマブは、IgEが関係しているア
トピー型の喘息の方にはもちろんよく
効きますし、まだよく理由はわかって
いないのですけれども、私どもが、2015
年にアメリカのアレルギー学会誌に出

いといけないですね。
　谷口　そうですね。幸いシクロオキ
シゲネースには１と２がありまして、
従来のアスピリンとかインドメタシン、
ジクロフェナク、イブプロフェンは主
に１を阻害しますけれども、幸い選択
的なシクロオキシゲネース２阻害薬が
今はあります。すなわちコキシブ、市
販されているのはセレコキシブですが、
これに関しては、世界中で安全に使え
ることが確認されているので、疑わし
い患者さん、喘息の患者さんには、で
きたらセレコキシブを使っていただけ
ればと思います。

　中村　何か高そうな感じがしますが。
　谷口　ただ、アセトアミノフェンも
使える方がほとんどですので、セレコ
キシブ、もしくはアセトアミノフェン
で対応いただければと思います。
　中村　そのほか医師が注意していな
ければいけないような薬にどんなもの
があるのでしょうか。
　谷口　解熱鎮痛剤が一番怖いのです
けれども、意外に忘れがちなのはβブ
ロッカーだと思います。降圧剤のβブ
ロッカーは、今非常にβ1選択性が高い
薬剤が多いですから、以前よりは安全
なのですけれども、やはり喘息が重症

NSAIDs不耐症（疑い例も含め）に対するNSAIDs投与

・危険（強いCOX１阻害作用を持つ薬剤）
　＊NSAIDs全般（アスピリン少量も含め）。貼付、塗布、点眼薬も禁忌
　　・ただし、MS冷シップⓇ、温シップⓇはほぼ安全

・やや危険（弱いCOX１阻害作用を持つ薬剤）
　＊アセトアミノフェン１回500㎎以上

・ほぼ安全（COX１阻害作用は少ない薬剤）� ただし重症例や不安定例で悪化あり
　＊アセトアミノフェン１回300㎎以下
　塩基性消炎剤（＊ソランタールⓇなど）
　＊PL配合顆粒Ⓡ

　COX２阻害薬（＊ハイペンⓇ、＊モービックⓇ）

　 選択的COX２阻害薬：コキシブ（＊セレコックスⓇ）

・安全
　葛根湯、地竜
　ペンタゾシン、モルヒネ

＊は添付文書上、AERDに禁忌と記載→主治医の自己責任での処方になる
（JGL2015、谷口正実　内科学会誌　2013）
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したのですけれども、アスピリン喘息
の方にオマリズマブが特異的に効くこ
とがわかってきました。重症の方には
使っていただければと思っています。
　中村　インターロイキン関係はいか
がですか。
　谷口　抗IL-５抗体は、まだ2016年
の６月に出たばかりですし、まだ国内
成績が十分そろっていませんし、世界
の臨床試験もそれほどデータが出てい
ません。好酸球炎症が強いタイプの方
に効くとまではわかっていると思いま
す。それ以上の成績は出ていませんが、
好酸球性食道炎に対する国際治験が始
まっています。
　今世界的に問題となっているのは好
酸球性の副鼻腔炎、鼻ポリープができ
てしまう方です。それはアスピリン喘
息の方もよく合併するのですけれども、
今、臨床の場では好酸球性の副鼻腔炎
に抗IL-５薬が効くのではないかと期
待されています。ただ、世界ではまだ
十分なデータは出ていません。
　中村　谷口先生のご専門の先を見る
目からすると、将来はどうなっていき

ますか。
　谷口　今、抗IgE治療が出て、次に
抗IL-５治療が上市されたわけですけ
れども、その次に抗IL-13薬、すなわ
ちTH２炎症を改善する薬剤がこれか
らたくさん出てくると思います。これ
らの薬剤は非常に高価ですので、薬と
しては優秀ですが、臨床の現場では高
価すぎて使いにくい面はあると思いま
す。
　中村　何かワクチンのようなものが
できて、それである程度抑えていくと
いう方法は考えられますか。
　谷口　残念ながら研究レベルであり、
まだありません。
　中村　あと、遺伝子的なアプローチ
はあるのですか。SNPを調べるとか。
　谷口　喘息自体はかなりヘテロな集
団でして、有力な遺伝子が世界で６～ 
７つは見つかっているのですが、遺伝
だけでは発症しないこともわかってき
たと思います。最近の食生活や環境が
いろいろと影響していると思います。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

　Fish oil-derived fatty acids in pregnancy and wheeze and asthma in 
offspring.
　Bisgaard H, Stokholm J, Chawes BL, Vissing NH, Bjarnadóttir E, Schoos 
A-MM, Wolsk HM, Pedersen TM, Vinding RK, Thorsteinsdóttir S, Følsgaard 
NV, Fink NR, Thorsen J, Pedersen AG, Waage J, Rasmussen MA, Stark KD, 
Olsen SF, Bønnelykke K
　N Engl J Med 375 : 2530〜2539, 2016

　背景：n-３（ω-３）長鎖多価不飽和脂肪酸の摂取量が少ないことは喘鳴疾患
の有病率が増える一つの要因かもしれない。
　目的：妊婦にn-３多価不飽和脂肪酸を補充することが出生児の持続性喘鳴や喘
息の発症リスクにどのような効果を及ぼすかを調べる。
　方法：妊娠24週の妊婦736人を2.4g/日のn-３多価不飽和脂肪酸（魚油）かプラ
セボ（オリーブ油）に無作為に割り付けた。生まれた子供たちでCopenhagen Pro-
spective Studies on Asthma in Childhood（COPSAC）2010コホートを形成し、
前方視的に追跡した。最初の３年間はいずれの群に割り付けられたか研究者も被
験者もわからず、さらにその後２年は研究者だけがわからないようにした。主要
評価項目は持続性喘鳴または喘息、副次評価項目は下気道感染、喘息悪化、湿疹、
アレルゲン感作である。
　結果：総計695人の子供がこの試験に加わり、うち95.5％が３年間の二重盲検期
を完了した。持続性喘鳴または喘息は実薬群の16.9％に対しプラセボ群で23.7％で、 
ハザード比は0.69（95％信頼区間0.49～0.97；p＝0.035）で相対減少率は30.7％に
相当した。事前に設定したサブグループ解析ではランダム化する時点でエイコサ
ペンタエン酸とドコサヘキサエン酸の血中濃度が全体の下３分の１の母親から生

喘息シリーズ（148）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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