
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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テロイドの効果の実感があまりないと
いうことで、かなり普及までに壁があ
りました。
　齊藤　呼吸器の専門でない開業医は
導入時に専門家にお願いすることが多
いのでしょうか。
　大田　通常は中ぐらいの量であれば、
そのまままず開始いただいて、その量
から高用量に移す段階で、どうも効果
が不十分であるというときに、まず各
先生でできるのは、患者さんがきちん
とやっているかどうかを確認いただく。
やっていても効いていないときに、で
きればコンサルテーションをしていた
だきたいと、ガイドラインもそういう
位置づけで書いているのです。
　齊藤　ステロイドは副作用等々から、
患者さんの受け入れ問題がありました
けれども、重症の場合は効果がしっか
り出やすいのでしょうか。
　大田　重症になればなるほど量が増
えていきます。各薬剤ごとに最大用量
が決まっているので、高用量でもコン
トロールできない患者さんに関しては、
次の一手が必要になってきます。
　齊藤　軽い方の場合はどうでしょう
か。
　大田　軽い方は、低用量という少な
い量の設定でやるわけですけれども、
もともと具合がいいですし、炎症を顕
微鏡で見るわけにはいきません。どう
しても症状を基準に考えるので、症状
が消えると、ついやめてしまう。一つ

の例として、レセプトで調べると、開
始して１年後にはだいたい10％前後ま
で継続率が落ちるというデータがあり
ます。その落ちている人たちはほとん
ど軽い方たちです。
　齊藤　本来は続けたほうがいいので
しょうか。
　大田　何回か繰り返しながら、なぜ
この薬が必要かという説明、それから
患者さんの状態を客観的に評価すると
いう点で呼吸機能検査、そしてその数
字が完璧ではないことが示されれば、
だいたいの方は納得されて続けられる
と思います。
　齊藤　高齢の患者さんについてはど
うでしょうか。
　大田　高齢社会というのがどの分野
でも問題になってくるわけですけれど
も、喘息に関しては、喫煙をずっとし
ていて喘息になっている、あるいは 
喘息で喫煙を続けている方の場合に、
COPDが合併してくるのです。そうな
ってくると、より呼吸機能が落ちた状
態のままの喘息ですから、少しリスク
が高いということです。そして治療に
関しても、両方を考慮しながら治療す
ることを推奨しなければいけないとい
うことで、COPDが入っているかどう
かを、HRCT、あるいは肺拡散能など
について、病院との連携できちんと確
認されるといいと考えます。
　齊藤　ステロイド（ICS）と長時間
作用型β刺激薬（LABA）を一緒に使

ンターの池田茂人先生により開発され、
それが海外にも普及し、喘息の患者さ
んでバイオプシーをしてみたのです。
そうすると、びっくりすることに、非
常に落ち着いた方であっても、上皮細
胞が剝がれ落ちていて、その下には好
酸球がたくさん集まって炎症を起こし
ている状態が、どの症例にもある程度
コンスタントに見られたのです。しか
も人種を越えて見られることから、や
はりこれは炎症の疾患であると。慢性
炎症が気道にあって、これをきちんと
治療しなければいけないという考えが
出てきたのです。
　好酸球はステロイド感受性が非常に
高い細胞だということがそれまでにわ
かっていましたので、それをどうやっ
て細胞に与えるか。一番いいのは、DDS
の観点からいっても吸うことだろうと
いうことから、吸入薬がどんどん開発
され始めて今日に至っているという状
況です。
　齊藤　吸入ステロイドですね。今日
ではそれが主流だということですね。
日本の喘息ガイドラインに吸入ステロ
イドが出たのはいつ頃からですか。
　大田　たしか平成５年、1993年だと
思います。ちょうどそのときの日本ア
レルギー学会春季臨床大会で会長をさ
れた牧野先生が、会長の宿題だという
ことで、みんなを引っ張り、まず第１
回目のガイドラインを発表したという
状況です。

　齊藤　吸入ステロイド時代に入って
いったということですが、医療者ある
いは患者さんの受け入れはどうだった
のでしょうか。
　大田　これはやはりたいへんでした。
ステロイドというものに対していろい
ろな負のイメージがあるので、慎重に
なります。いいほうのデータも出ます
けれども、副作用に関してはまだ十分
そろっていないということから、しば
らくは使う側も慎重になっていました。
中には、勇敢なといいますか、チャレ
ンジする先生は、たくさん使っても大
丈夫ですということを示されたり、こ
れだけ使えば有効性が高まるという話
もされていました。その後、剤形もど
んどん変わっていって、ステロイド自
体、いろいろな種類が開発されて、よ
り強力になり、安全性という点ではし
っかりした客観的なデータも示されて、
もちろん例外は常にありますが、通常
の量であれば懸念したような副作用を
呈する人はほとんどいない。そういう
ことが背景にあって、まず医師のほう
が使うことに対して抵抗をなくしたの
です。
　ただ、患者さんのほうはいろいろな
情報が入っていますから、吸っても大
丈夫だろうかという懸念がだいぶあっ
たと思います。それから、吸ってもす
ぐはよくなりませんから、これはあま
り効かないという意見も出てくるので
す。ですから、ステロイド恐怖症、ス
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テロイドの効果の実感があまりないと
いうことで、かなり普及までに壁があ
りました。
　齊藤　呼吸器の専門でない開業医は
導入時に専門家にお願いすることが多
いのでしょうか。
　大田　通常は中ぐらいの量であれば、
そのまままず開始いただいて、その量
から高用量に移す段階で、どうも効果
が不十分であるというときに、まず各
先生でできるのは、患者さんがきちん
とやっているかどうかを確認いただく。
やっていても効いていないときに、で
きればコンサルテーションをしていた
だきたいと、ガイドラインもそういう
位置づけで書いているのです。
　齊藤　ステロイドは副作用等々から、
患者さんの受け入れ問題がありました
けれども、重症の場合は効果がしっか
り出やすいのでしょうか。
　大田　重症になればなるほど量が増
えていきます。各薬剤ごとに最大用量
が決まっているので、高用量でもコン
トロールできない患者さんに関しては、
次の一手が必要になってきます。
　齊藤　軽い方の場合はどうでしょう
か。
　大田　軽い方は、低用量という少な
い量の設定でやるわけですけれども、
もともと具合がいいですし、炎症を顕
微鏡で見るわけにはいきません。どう
しても症状を基準に考えるので、症状
が消えると、ついやめてしまう。一つ

の例として、レセプトで調べると、開
始して１年後にはだいたい10％前後ま
で継続率が落ちるというデータがあり
ます。その落ちている人たちはほとん
ど軽い方たちです。
　齊藤　本来は続けたほうがいいので
しょうか。
　大田　何回か繰り返しながら、なぜ
この薬が必要かという説明、それから
患者さんの状態を客観的に評価すると
いう点で呼吸機能検査、そしてその数
字が完璧ではないことが示されれば、
だいたいの方は納得されて続けられる
と思います。
　齊藤　高齢の患者さんについてはど
うでしょうか。
　大田　高齢社会というのがどの分野
でも問題になってくるわけですけれど
も、喘息に関しては、喫煙をずっとし
ていて喘息になっている、あるいは 
喘息で喫煙を続けている方の場合に、
COPDが合併してくるのです。そうな
ってくると、より呼吸機能が落ちた状
態のままの喘息ですから、少しリスク
が高いということです。そして治療に
関しても、両方を考慮しながら治療す
ることを推奨しなければいけないとい
うことで、COPDが入っているかどう
かを、HRCT、あるいは肺拡散能など
について、病院との連携できちんと確
認されるといいと考えます。
　齊藤　ステロイド（ICS）と長時間
作用型β刺激薬（LABA）を一緒に使

ンターの池田茂人先生により開発され、
それが海外にも普及し、喘息の患者さ
んでバイオプシーをしてみたのです。
そうすると、びっくりすることに、非
常に落ち着いた方であっても、上皮細
胞が剝がれ落ちていて、その下には好
酸球がたくさん集まって炎症を起こし
ている状態が、どの症例にもある程度
コンスタントに見られたのです。しか
も人種を越えて見られることから、や
はりこれは炎症の疾患であると。慢性
炎症が気道にあって、これをきちんと
治療しなければいけないという考えが
出てきたのです。
　好酸球はステロイド感受性が非常に
高い細胞だということがそれまでにわ
かっていましたので、それをどうやっ
て細胞に与えるか。一番いいのは、DDS
の観点からいっても吸うことだろうと
いうことから、吸入薬がどんどん開発
され始めて今日に至っているという状
況です。
　齊藤　吸入ステロイドですね。今日
ではそれが主流だということですね。
日本の喘息ガイドラインに吸入ステロ
イドが出たのはいつ頃からですか。
　大田　たしか平成５年、1993年だと
思います。ちょうどそのときの日本ア
レルギー学会春季臨床大会で会長をさ
れた牧野先生が、会長の宿題だという
ことで、みんなを引っ張り、まず第１
回目のガイドラインを発表したという
状況です。

　齊藤　吸入ステロイド時代に入って
いったということですが、医療者ある
いは患者さんの受け入れはどうだった
のでしょうか。
　大田　これはやはりたいへんでした。
ステロイドというものに対していろい
ろな負のイメージがあるので、慎重に
なります。いいほうのデータも出ます
けれども、副作用に関してはまだ十分
そろっていないということから、しば
らくは使う側も慎重になっていました。
中には、勇敢なといいますか、チャレ
ンジする先生は、たくさん使っても大
丈夫ですということを示されたり、こ
れだけ使えば有効性が高まるという話
もされていました。その後、剤形もど
んどん変わっていって、ステロイド自
体、いろいろな種類が開発されて、よ
り強力になり、安全性という点ではし
っかりした客観的なデータも示されて、
もちろん例外は常にありますが、通常
の量であれば懸念したような副作用を
呈する人はほとんどいない。そういう
ことが背景にあって、まず医師のほう
が使うことに対して抵抗をなくしたの
です。
　ただ、患者さんのほうはいろいろな
情報が入っていますから、吸っても大
丈夫だろうかという懸念がだいぶあっ
たと思います。それから、吸ってもす
ぐはよくなりませんから、これはあま
り効かないという意見も出てくるので
す。ですから、ステロイド恐怖症、ス
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うと、２回吸入するのはたいへんだと
いうことから、配合剤ができているの
ですか。
　大田　配合剤は用量をうまく分けて
使いやすくしてありますし、それぞれ
の特徴を持っています。そうすること
によって、LABAだけで楽になるから
LABAはたくさん使うけれども、ICS
は使わないというパターンがなくなる
のです。吸えば必ず両方が入るので、
そういう意味ではいい状態にあると思
います。剤形も、エアゾールタイプと
パウダータイプがあり、患者さんの好
み、あるいはその方の吸入する力によ
って、吸入力があまりなくてもいいの
はエアゾールタイプですから、そうい
う選び方もできるということです。
　齊藤　そうすると、エアゾールタイ
プは高齢者などにもよいのでしょうか。
　大田　そうですね。噴霧速度を少し
遅くしてあるようなので、吸い込みや
すいということが特徴になっています。
　齊藤　喘息というと、IgEでしょう
か。
　大田　そうです。
　齊藤　抗IgE抗体も使われるのです
ね。
　大田　吸入ステロイドが最高用量ま
でいって、配合剤も使っているのにコ
ントロールできない。そうすると、ア
レルギーの要素があるかどうかが問題

なのですが、抗IgE抗体の使用基準とし
て総IgEが30～1,500IU/mLの間にあっ
て、ダニとか、一般的な吸入抗原陽性
の方に試す治療です。６割ぐらいに効
くといわれています。
　齊藤　最近、喘息に新しい薬の適用
を取ったということでしょうか。
　大田　喘息の炎症は好酸球が主体で
すから、好酸球を抑えればいいという
ことで、好酸球に最も強力なのがイン
ターロイキン５というサイトカインな
のです。それを抑える抗体ができてい
て、2016年６月から使われるようにな
っています。
　齊藤　これは注射ですか。
　大田　注射です。
　齊藤　COPDに使う薬も喘息で使わ
れるのですか。
　大田　LAMAというくくりになるの
ですけれども、今のところ１種類で、
歴史的に最初に上市されたチオトロピ
ウムという薬剤が使われるよう認可さ
れました。
　齊藤　ガイドラインをよく勉強して
そういったものを使っていくというこ
とでしょうか。
　大田　そうですね。あとは、守備範
囲がそれぞれあるという特色を認識い
ただければいいと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

COPD・喘息の最新情報（Ⅲ）

名古屋市立大学呼吸器・免疫アレルギー内科学教授
新　実　彰　男

（聞き手　大西　真）

咳喘息

　大西　新実先生、咳喘息についてう
かがいたいと思います。
　初めに、日常臨床の現場で、風邪を
こじらせて、ずっと咳が続く患者さん
など、よくおられると思うのですが、
時々「この方は咳喘息なのかな」と迷
うこともあるかと思います。そのあた
りはどのように考えたらよいでしょう
か。
　新実　咳は、患者さんが医療機関を
受診する動機として最も多い症状であ
るといわれています。特に、８週間以
上持続する慢性咳嗽は、いろいろな疾
患が原因となり、診断が難しい病態で
す。その中で一番多い疾患といわれて
いるのが咳喘息です。咳喘息とは、名
前のとおり、咳だけを症状とする喘息
でして、典型的喘息のように喘鳴や呼
吸困難は呈しません。したがって、診
断が難しいのです。
　大西　定義は、先生が先ほどおっし
ゃった、８週間以上長引くといったよ
うに、何かある程度決められているの
でしょうか。

　新実　確立した定義というのは、喘
鳴や呼吸困難を伴わない慢性の咳、こ
れは８週間以上と定義されます。気道
過敏性の亢進があって、気管支拡張薬
が有効であるというのが、この概念が
提唱されたときからの定義となってい
ます。
　大西　次に臨床症状ですが、典型的
にはどのような感じの咳なのでしょう
か。
　新実　症状は咳だけなのですが、喘
息と似通った特徴があり、症状が変動
するということです。つまり、１日の
うちでは深夜から早朝に悪化する患者
さんが多いですし、１年のうちでは季
節性があって、一定の季節に悪化する
傾向を持つ患者さんが多いということ
が言えます。
　大西　お子さんの場合と成人の場合
で臨床上、それぞれ注意する点はあり
ますか。
　新実　成人では慢性咳嗽が最も多い
原因疾患と報告されていますが、小児
ではそれほど多くないといわれていま
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