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山　内　広　平

（聞き手　大西　真）

成人喘息の診断

　大西　山内先生、成人喘息の診断と
いうことでうかがいたいと思います。
　まず、成人の方の喘息の診断につい
て、症状などいわゆる問診のコツから
教えていただけますか。
　山内　喘息というのは可逆的な気道
閉塞ですので、一過性の喘鳴を伴う呼
吸困難と教科書的によく書いてありま
す。これが若い人であれば、ほとんど
喘息といってもいいのですが、症状と
して一番多いのは咳です。夜間とか明
け方の慢性的な咳はやはり喘息を疑う
一つの重要な症状だと思います。
　大西　その咳も、特徴はありますか。
　山内　やはり時期ですね。あまり気
道感染がないのに、夜間とか、季節性
があったり、風邪などを引かれた後に
長引く咳も喘息の特徴です。
　大西　ほかには何か注目する症状は
ありますか。
　山内　誰でも運動した後に少しは息
切れしますが、それが長く続いて、少
し喘鳴があるとか、そういうものも運
動誘発喘息が基礎にあることを示して

いると思います。
　大西　普通の痰などいろいろな症状
がありますが、あまり合併しないとい
ったことはありますか。
　山内　痰も、多い人から少ない人ま
でいます。ただ、喘息ですと、痰の性
状を顕微鏡で観察すると、好酸球が多
い、これが非常に特徴的なところだと
思います。
　大西　症状の次には、聴診器を当て
ると思いますが、理学所見では何かあ
りますか。
　山内　wheezeといいまして、日本語
で笛音とか、いびき音で、ピーとかブ
ーという音が聞かれます。若い人でし
たらこれはほとんど喘息ということで
いいと考えられます。年配になると少
しいろいろな病気が入ってきます。た
だ、連続性ラ音というのは喘息の診断
では非常に価値が高いと考えています。
　大西　ただ発作のときと、そうでな
いときと、いろいろありますよね。
　山内　そうなのです。一般的に喘息
で苦しかったと来られたときでも、そ

のときはすっかり症状がなくて、全く
音がしない。ただ、強制呼気といいま
すか、強く息をフーッと吐いてくださ
いというとラ音が軽く入ることがある
ので、そういうことで気づくこともあ
ります。
　大西　そういったことも必要ですね。
　山内　そうですね。強く息を吐いて
強制呼気で取ってもらうのも大事にな
ります。
　大西　次に検査としては肺機能検査
が重要かと思いますが、そのあたりを
教えていただけますか。
　山内　喘息の診断には、ピークフロ
ーというのがあります。これは基本的
には喘息の方で、苦しくて来られる方
は別として、すっかりおさまって来ら
れる方も多いのです。そうしますと、
その時肺機能が正常でも、苦しいとき

はわからないということで、個人でピ
ークフローメーターを持って、家で朝
夕、自分で吹いていただく。そうする
と、気道の口径というのは、交感神経
および副交感神経の緊張の影響で、必
ず１日のピークフロー値の増減の振れ、
つまりサーカディアンリズム（概日リ
ズム）というのがあるのです。誰でも
あるのですが、喘息の方はこれが大き
い。なおかつ、苦しいときにはディッ
プといって、急に値が下がるのです。
これは急激な気道の攣縮を示していて、
喘息の診断的な価値が高いものです
（図１）。
　大西　そういう点に注目するという
ことですね。
　山内　あとは一般的にスパイロメト
リーという病院で行うものがあります。
これは細かく、肺活量、１秒量とか１

図１　ピークフローによる喘息診断
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成人喘息の診断

　大西　山内先生、成人喘息の診断と
いうことでうかがいたいと思います。
　まず、成人の方の喘息の診断につい
て、症状などいわゆる問診のコツから
教えていただけますか。
　山内　喘息というのは可逆的な気道
閉塞ですので、一過性の喘鳴を伴う呼
吸困難と教科書的によく書いてありま
す。これが若い人であれば、ほとんど
喘息といってもいいのですが、症状と
して一番多いのは咳です。夜間とか明
け方の慢性的な咳はやはり喘息を疑う
一つの重要な症状だと思います。
　大西　その咳も、特徴はありますか。
　山内　やはり時期ですね。あまり気
道感染がないのに、夜間とか、季節性
があったり、風邪などを引かれた後に
長引く咳も喘息の特徴です。
　大西　ほかには何か注目する症状は
ありますか。
　山内　誰でも運動した後に少しは息
切れしますが、それが長く続いて、少
し喘鳴があるとか、そういうものも運
動誘発喘息が基礎にあることを示して

いると思います。
　大西　普通の痰などいろいろな症状
がありますが、あまり合併しないとい
ったことはありますか。
　山内　痰も、多い人から少ない人ま
でいます。ただ、喘息ですと、痰の性
状を顕微鏡で観察すると、好酸球が多
い、これが非常に特徴的なところだと
思います。
　大西　症状の次には、聴診器を当て
ると思いますが、理学所見では何かあ
りますか。
　山内　wheezeといいまして、日本語
で笛音とか、いびき音で、ピーとかブ
ーという音が聞かれます。若い人でし
たらこれはほとんど喘息ということで
いいと考えられます。年配になると少
しいろいろな病気が入ってきます。た
だ、連続性ラ音というのは喘息の診断
では非常に価値が高いと考えています。
　大西　ただ発作のときと、そうでな
いときと、いろいろありますよね。
　山内　そうなのです。一般的に喘息
で苦しかったと来られたときでも、そ

のときはすっかり症状がなくて、全く
音がしない。ただ、強制呼気といいま
すか、強く息をフーッと吐いてくださ
いというとラ音が軽く入ることがある
ので、そういうことで気づくこともあ
ります。
　大西　そういったことも必要ですね。
　山内　そうですね。強く息を吐いて
強制呼気で取ってもらうのも大事にな
ります。
　大西　次に検査としては肺機能検査
が重要かと思いますが、そのあたりを
教えていただけますか。
　山内　喘息の診断には、ピークフロ
ーというのがあります。これは基本的
には喘息の方で、苦しくて来られる方
は別として、すっかりおさまって来ら
れる方も多いのです。そうしますと、
その時肺機能が正常でも、苦しいとき

はわからないということで、個人でピ
ークフローメーターを持って、家で朝
夕、自分で吹いていただく。そうする
と、気道の口径というのは、交感神経
および副交感神経の緊張の影響で、必
ず１日のピークフロー値の増減の振れ、
つまりサーカディアンリズム（概日リ
ズム）というのがあるのです。誰でも
あるのですが、喘息の方はこれが大き
い。なおかつ、苦しいときにはディッ
プといって、急に値が下がるのです。
これは急激な気道の攣縮を示していて、
喘息の診断的な価値が高いものです
（図１）。
　大西　そういう点に注目するという
ことですね。
　山内　あとは一般的にスパイロメト
リーという病院で行うものがあります。
これは細かく、肺活量、１秒量とか１

図１　ピークフローによる喘息診断
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秒率がわかりますので、非常に重要で
すが、かなり重症ですと、はっきり閉
塞性障害を示します。軽い方ですと、
病院に来られたときは全く正常という
こともあるのです。
　大西　次に、先ほど少し喀痰のお話
が出ましたけれども、喀痰検査もかな
り重要ですね。
　山内　喀痰検査は、スメアを取って
調べるというのは、慣れていらっしゃ
る方はよくやられていて、診断的価値
が高いと考えられます。最近、喀痰と
並んで好酸球性気道炎症を示すものに
呼気一酸化窒素（NO）があります。こ
れは2014年より保険収載されています
ので、小学校の高学年からできます。
一定の呼気流速で測って、基準以上の
呼気NO濃度が高いと喘息の診断率が
非常に高いということです。侵襲的で
はないので、かなり広く用いられてい
るのではないかと考えられます。
　大西　喘息はアレルギーとかなり密
接な関係がありますが、そのあたりの
検査はいかがでしょうか。
　山内　日本の成人喘息の半分ぐらい
はハウスダスト、ダニがアレルゲンと
考えられています。ですので、すぐに
は結果が出ないと思いますけれども、
まず血中のIgEを取っていただくこと
と、ハウスダストとか、花粉抗原とか、
イヌとかネコを飼っている方はこれら
のアレルゲンも調べさせていただく。
加えていろいろな真菌抗原を調べさせ

ていただいて、それが高くて、患者さ
んの環境とか、その時の症状発現の時
期に合う場合は、それも喘息の原因と
して重要な所見だと思います。
　大西　あとはCOPDとオーバーラッ
プするというので最近注目されていま
すが、そういう場合の区別はどのよう
にしていけばいいでしょうか。
　山内　これは最近はACOといって、
気管支喘息とCOPDがオーバーラップ
している疾患と考えられています。時
になかなか診断が難しい場合もあり 
ます。ただ、基本的にはまず問診で、
COPDの場合は長い喫煙歴、まずこれ
は非常にわかりやすいです。あと肺機
能的には、気管支喘息のほうがより可
逆的です。ですから、β刺激薬を投与
して肺機能が非常に改善するのは喘息
ですが、COPDもある程度改善します
ので、より改善率が高いほうが喘息ら
しいと診断できます。
　さらに、さっきお話ししたアレルギ
ー歴が強いとか、一般的に気管支喘息
は乳児から高齢者まで幅広く起こしま
すが、基本的にCOPDの患者さんは高
齢者が多いです。そういうところとか、
肺機能的にも、COPDですと、ちょっと
難しいのですが、肺拡散能（DLCO）と
いわれる指標が下がっていることが多
いと考えられています（表１）。
　大西　そういったことで少し鑑別し
て、オーバーラップしているか、別に
あるかということですね。高齢の方の

場合、喘息の診断にあたって気をつけ
ることはありますか。
　山内　だんだん年齢がいくと、いわ
ゆるアレルギー的な背景はだんだん弱
くなってきますし、感染が原因でアレ
ルギー性の喘息ではないものがありま
すので、なかなか喘息と判断されにく
いこともあります。ですので、高齢者
でも、できれば積極的に肺機能とか、
β2刺激薬を使った可逆性を見てみる。
あとは状況にもよりますけれども、気
管支喘息でよく用いる吸入ステロイド
に対して症状の改善がどうか調べるの

も重要です。喘息ときちんと診断でき
ないで、そのままCOPDだけの治療を
していると、十分な薬剤の効果が得ら
れず、患者さんにとってはQOLが下が
ることになります。重要な鑑別点を調
べてあげるのが大事だと思います。
　大西　よく風邪がこじれて咳が長引
いて咳喘息など、いろいろなことが言
われますけれども、そのあたりはどう
判断したらいいのでしょうか。
　山内　風邪を引くと喘息が増悪する
というメカニズムもはっきりしてきま
した。したがって、病院ですと痰を調

表１　気管支喘息、COPD、ACOの鑑別点

特徴 気管支喘息 COPD ACO

発症年齢 全年齢層 中高年層（通常40歳以上） 通常40歳以上だが、小児期や若
いときに症状が出る場合もある

呼吸器症状
のパターン

日内変動あり。発作性運動、感情、
ほこりやアレルゲン暴露がきっかけ
となる

症状は持続的、労作性
労作時呼吸困難などは持続的だ
が、日内変動なども顕著である

肺機能
現在または過去に可逆性の気流閉
塞あり
症状のないときは正常のこともあり

持続的な気流閉塞あり
気管支拡張薬使用後の一秒率が
70％未満

気流閉塞は十分に可逆的でない
が、現在または過去にしばしば
可逆的である

寛解時の
肺機能

症状がなければ正常のことが多い 持続的に気流閉塞あり 持続的に気流閉塞あり

既往歴、
家族歴

多くがアレルゲン感作あり
小児喘息の既往、喘息の家族歴

有害な粒子、ガスの曝露歴
多くは喫煙やバイオマス暴露

喘息と診断された病歴、アレル
ゲン感作
喘息の家族歴
かつ／または有害物質の曝露歴
あり

経時的変化 自然経過または治療により改善
一般的に治療にもかかわらず
ゆっくりと年単位で進行

治療により症状は部分的にだが
改善

胸部X線 通常は正常 肺の過膨張所見、他COPDの所見 COPDと同様

増悪 治療により増悪リスクはかなり軽減 治療により軽減 COPDよりも増悪を起こしやすい

典型的な気
道炎症細胞

好酸球 and/or 好中球 好中球 好酸球 and/or 好中球
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秒率がわかりますので、非常に重要で
すが、かなり重症ですと、はっきり閉
塞性障害を示します。軽い方ですと、
病院に来られたときは全く正常という
こともあるのです。
　大西　次に、先ほど少し喀痰のお話
が出ましたけれども、喀痰検査もかな
り重要ですね。
　山内　喀痰検査は、スメアを取って
調べるというのは、慣れていらっしゃ
る方はよくやられていて、診断的価値
が高いと考えられます。最近、喀痰と
並んで好酸球性気道炎症を示すものに
呼気一酸化窒素（NO）があります。こ
れは2014年より保険収載されています
ので、小学校の高学年からできます。
一定の呼気流速で測って、基準以上の
呼気NO濃度が高いと喘息の診断率が
非常に高いということです。侵襲的で
はないので、かなり広く用いられてい
るのではないかと考えられます。
　大西　喘息はアレルギーとかなり密
接な関係がありますが、そのあたりの
検査はいかがでしょうか。
　山内　日本の成人喘息の半分ぐらい
はハウスダスト、ダニがアレルゲンと
考えられています。ですので、すぐに
は結果が出ないと思いますけれども、
まず血中のIgEを取っていただくこと
と、ハウスダストとか、花粉抗原とか、
イヌとかネコを飼っている方はこれら
のアレルゲンも調べさせていただく。
加えていろいろな真菌抗原を調べさせ

ていただいて、それが高くて、患者さ
んの環境とか、その時の症状発現の時
期に合う場合は、それも喘息の原因と
して重要な所見だと思います。
　大西　あとはCOPDとオーバーラッ
プするというので最近注目されていま
すが、そういう場合の区別はどのよう
にしていけばいいでしょうか。
　山内　これは最近はACOといって、
気管支喘息とCOPDがオーバーラップ
している疾患と考えられています。時
になかなか診断が難しい場合もあり 
ます。ただ、基本的にはまず問診で、
COPDの場合は長い喫煙歴、まずこれ
は非常にわかりやすいです。あと肺機
能的には、気管支喘息のほうがより可
逆的です。ですから、β刺激薬を投与
して肺機能が非常に改善するのは喘息
ですが、COPDもある程度改善します
ので、より改善率が高いほうが喘息ら
しいと診断できます。
　さらに、さっきお話ししたアレルギ
ー歴が強いとか、一般的に気管支喘息
は乳児から高齢者まで幅広く起こしま
すが、基本的にCOPDの患者さんは高
齢者が多いです。そういうところとか、
肺機能的にも、COPDですと、ちょっと
難しいのですが、肺拡散能（DLCO）と
いわれる指標が下がっていることが多
いと考えられています（表１）。
　大西　そういったことで少し鑑別し
て、オーバーラップしているか、別に
あるかということですね。高齢の方の

場合、喘息の診断にあたって気をつけ
ることはありますか。
　山内　だんだん年齢がいくと、いわ
ゆるアレルギー的な背景はだんだん弱
くなってきますし、感染が原因でアレ
ルギー性の喘息ではないものがありま
すので、なかなか喘息と判断されにく
いこともあります。ですので、高齢者
でも、できれば積極的に肺機能とか、
β2刺激薬を使った可逆性を見てみる。
あとは状況にもよりますけれども、気
管支喘息でよく用いる吸入ステロイド
に対して症状の改善がどうか調べるの

も重要です。喘息ときちんと診断でき
ないで、そのままCOPDだけの治療を
していると、十分な薬剤の効果が得ら
れず、患者さんにとってはQOLが下が
ることになります。重要な鑑別点を調
べてあげるのが大事だと思います。
　大西　よく風邪がこじれて咳が長引
いて咳喘息など、いろいろなことが言
われますけれども、そのあたりはどう
判断したらいいのでしょうか。
　山内　風邪を引くと喘息が増悪する
というメカニズムもはっきりしてきま
した。したがって、病院ですと痰を調

表１　気管支喘息、COPD、ACOの鑑別点

特徴 気管支喘息 COPD ACO

発症年齢 全年齢層 中高年層（通常40歳以上） 通常40歳以上だが、小児期や若
いときに症状が出る場合もある

呼吸器症状
のパターン

日内変動あり。発作性運動、感情、
ほこりやアレルゲン暴露がきっかけ
となる

症状は持続的、労作性
労作時呼吸困難などは持続的だ
が、日内変動なども顕著である

肺機能
現在または過去に可逆性の気流閉
塞あり
症状のないときは正常のこともあり

持続的な気流閉塞あり
気管支拡張薬使用後の一秒率が
70％未満

気流閉塞は十分に可逆的でない
が、現在または過去にしばしば
可逆的である

寛解時の
肺機能

症状がなければ正常のことが多い 持続的に気流閉塞あり 持続的に気流閉塞あり

既往歴、
家族歴

多くがアレルゲン感作あり
小児喘息の既往、喘息の家族歴

有害な粒子、ガスの曝露歴
多くは喫煙やバイオマス暴露

喘息と診断された病歴、アレル
ゲン感作
喘息の家族歴
かつ／または有害物質の曝露歴
あり

経時的変化 自然経過または治療により改善
一般的に治療にもかかわらず
ゆっくりと年単位で進行

治療により症状は部分的にだが
改善

胸部X線 通常は正常 肺の過膨張所見、他COPDの所見 COPDと同様

増悪 治療により増悪リスクはかなり軽減 治療により軽減 COPDよりも増悪を起こしやすい

典型的な気
道炎症細胞

好酸球 and/or 好中球 好中球 好酸球 and/or 好中球
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べたりしますが、基本的にはその方が
アレルギー体質で、風邪を引いて長引
いているときは、一時的にステロイド
を使ってみる。そういう治療的な診断、
反応を見るのも有用と思っています。
　大西　先ほど、COPDとの関係が話
に出ましたけれども、一般的に鑑別診
断で気をつけなければいけない点はあ
りますか。
　山内　COPDと気管支喘息は典型的
なものは非常にわかりやすいのですが、
合併している場合がありますので、合

併している場合は両方の治療をしても
らうことになります。高齢者ですと、
それに加えて心疾患、さらに感染に伴
う気管支拡張症の症状とか、逆流性食
道炎による咳など、いろいろなものが
出てきます。そういったものを全体的
に考慮していただければと思います。
　大西　高齢の方の場合はいろいろな
可能性を念頭に置いておかなければい
けないということですね。
　山内　はい。
　大西　ありがとうございました。

COPD・喘息の最新情報（Ⅲ）

国立病院機構東京病院院長
大　田　　健

（聞き手　齊藤郁夫）

成人喘息の治療・予後

　齊藤　成人喘息の治療と予後という
ことでうかがいます。
　そもそも、喘息死は以前は多かった
のですか。
　大田　多いというより、喘息自体は
本来死なない病気であり、いわゆる良
性の疾患に属します。ただ、うまくコ
ントロールできなくて亡くなる方もい
て、1995年が一つのピークを示しまし
たが、その後はずっと減ってきました。
薬の関係もあったと思います。一時期
は発作が出たときはβ刺激薬で広げる
ということで、薬がそれほど種類がな
かったのですが、だんだん病態が解明
されることによって、違う視点で治療
をするようになってきました。これが
炎症に対する治療ということです。
　喘息は、厚生労働省も、医師も含め
て、死なない病気であるから死なせて
はいけないという考え方が根本的にあ
り、喘息死ゼロ作戦という一つの旗を
掲げて全体を動かしていったという経
緯があります。
　齊藤　最近はどのぐらいの喘息死者

数になっているのですか。
　大田　一番新しいデータが、2014年
に確定した数値なのですけれども、1,550
人。全年齢ですので、少し過剰に出て
いるのではないかと、いろいろな異論
を唱える人もいます。これは死亡診断
書を基本に判定します。だいたい死亡
者10万人中13人という数字になるので、
諸外国、いわゆる医療の先進諸国とだ
いたい肩を並べた状態にあると考えて
よいと思います。
　齊藤　喘息死が一時期よりも1/4以
下ぐらいになっているという、激減で
すね。
　大田　そうですね。
　齊藤　治療の進歩の前には病態解明
があったということですが、どういう
経緯だったのでしょう。
　大田　喘息で亡くなった方たちの病
理はそれまでも研究されていたのです
が、そのときに好酸球がたくさん出て
いるとか、あるいは窒息状態になって
痰が詰まっていたなどでした。そして
気管支ファイバースコープが、がんセ
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