
東邦大学大橋病院呼吸器内科教授
松　瀬　厚　人

（聞き手　山内俊一）

　私自身も含めて、遷延性咳嗽に対して、治療的診断の名のもとに、あまりに
も安易にβ刺激薬と吸入ステロイド薬の合剤の吸入薬が処方されている現状が
あると思います。かといって、気道の過敏性検査（メサコリン吸入試験、アス
トグラフ等）を実臨床で検査するのは現実的に困難だと思います。
　咳喘息の診断はどうあるべきでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

遷延性咳嗽の診断と治療

　山内　まず、咳が長引いているとい
うのは、どのぐらいの期間から定義さ
れているのでしょうか。
　松瀬　今、日本でも世界でも、持続
期間によって咳は３つのタイプに分け
るようになっています。まず急性とい
うのが３週間。これはいろいろな論文
があって、実は風邪だけでも約３週間、
咳が続くというのがわかっていて、一
番多いのが風邪を含む感染症となって
います。次が３～８週間、ここは遷延
性という言葉を使っていますが、ここ
で一番多いといわれているのが風邪の
後の感染後咳嗽になります。これが実
はあまり検査の所見もないし、治療も
なくて難しいのです。そしていよいよ

８週間を過ぎてくると慢性の咳、慢性
咳嗽と定義され、ここに一番多いのが
話題の咳喘息といわれています。
　山内　ちなみに、感染後咳嗽ですが、
この原因としては何が考えられている
のでしょう。
　松瀬　すでに急性期を過ぎているの
で、風邪のウイルスはいないはずです。
でも咳だけが続く。なぜかは、実はま
だ完全にはわかっていないのですが、
一つは風邪のウイルスが感染すると、
咳の受容体、咳のスイッチが非常に入
りやすくなる。そうすると、ウイルス
がいなくなっても、しばらくこの入り
やすい状態が続いてしまうので、急性
期を過ぎても咳が出続ける。あるいは
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係は夜寝ようと思うと、寝入りばなに
咳で眠りにくいなどの特徴があります
し、痰を伴う場合は寝ている間にたま
ってしまうので、明け方に痰がらみの
咳で起きる。どんなタイミングでどの
ように咳が出るかを聞いていただくの
が入り口になると思います。
　山内　痰がからむようなものとして
は、がんなどは別にして、最近はCOPD
が多いのでしょうね。
　松瀬　そうですね。COPDで一番困
るのは息切れなのですが、咳とか痰と
いう方もいます。これは喫煙歴を聞い
て、肺機能検査をすればある程度診断
がつく病気なので、そこはしっかり行
ってもらえばと思います。
　山内　それ以外にも、咳はいろいろ
な原因で出てきますが、代表的なもの
に逆流性食道炎があります。この鑑別
は難しいのでしょうか。
　松瀬　いわゆる典型的な胸やけ、食
後とか、横になると胸やけがして、そ
れに合わせて咳が出て、制酸剤で改善
するような咳であればあまり難しくな
いのですが、日本人の特徴として、そ
んなに逆流がはっきりしない。むしろ
日中、長く会話をしたときに、胸やけ
がなくて咳が出るようなタイプも多い
といわれていて、しかも咳喘息に合併
しやすいという話もあります。咳喘息
の治療をして、ある程度治っても、昼
間に咳が残っていたら胃食道逆流が合
併していることを考えないといけない

という話もあります。
　山内　胸やけもないとなると、例え
ば胃の内視鏡を行って確認したとして
も、これが原因かどうかはっきりわか
らなくなってしまいますね。
　松瀬　難しいですね。pHをモニター
したり、最近は動きだけを見るインピ
ーダンス法というものもあって、そう
いうものを組み合わせればできるので
しょうが、実臨床、一般臨床ではなか
なか難しいと思います。
　山内　制酸薬を行って効く、効かな
いはあまり診断上役立たないことにな
りますね。
　松瀬　そのような可能性もあります。
もちろん典型的な場合は効果があるの
でしょうけれども。
　山内　そういったもの以外にも、昔
から薬剤によるものも知られています
ね。つい忘れがちですが、これもやは
り大事なことですね。
　松瀬　有名なACE阻害薬、β遮断薬、
一部の糖尿病の薬が薬剤性の咳嗽の原
因ともいわれていますので、そこを聞
き出し、それらをやめれば治るのです
から、たいへん大事な問診になると思
います。
　山内　咳喘息に戻りますが、質問に
あるのは、一般の医家だとなかなか吸
入試験は難しいので、どうしたらいい
かということですが、いかがでしょう。
　松瀬　確実に重篤なもの、他疾患が
除外できて、問診で薬喘息の可能性や、

普通、咳は反射なのですが、ある程度
長く続くと脳とつながってしまう。そ
うすると、咳が出たらどうしようとか、
何となくのどがもぞもぞするといって、
少し気持ちの問題で咳が出る。こうい
ういろいろなものが相まって、ウイル
スもおらず、炎症もなくなっているの
に咳だけが続くという現象が起きてし
まうのが、感染後の咳の原因ではない
かといわれています。
　山内　そうしますと、質問は慢性の
咳嗽と考えてよいかと思うのですが、
こうなってくると何かあると見てよい
のでしょうね。
　松瀬　８週間を過ぎると、ただの風
邪とか、風邪の後ではない何ものかが
原因であると考えて、精査をするべき
だと思います。
　山内　そこで鑑別診断になりますが、
基本的にはすぐ咳喘息といかずに、ま
ずはとりあえずレントゲン写真、ある
いは可能であればCTを撮って、重篤
な、特にがんとかいったものはきちん
と見分けたほうがいい、これは間違い
ないでしょうね。
　松瀬　そうですね。特に大人の慢性、
２カ月以上続くような咳の場合には、
簡単に診断がつくもの、レントゲンや、
診察もそうですが、ここはまず確実に
除外するのが大原則だと思います。
　山内　さて、少なくともがんやCOPD
はほぼ否定的という大前提に立って、
ここから先の鑑別診断についてお願い

したいのですが、いかがでしょう。
　松瀬　私どものような総合病院、大
学病院であれば、CT、精密な肺機能
検査を含めて、いろいろな手段がある
ので、頑張って診断をすればすぐに結
果が出ることもあるのですが、そうい
う機械をお持ちでない一般の医師にと
っては、まずは丁寧な問診、診察、そ
して最終的には診断的治療と、その反
応性で見ていく流れの中で、患者さん
は１回で診断がついて、一発で止めて
ほしいと言うかもしれません。そうは
いかないことをしっかり説明し、１回
で決めるのではなくて、治療の反応を
見ながら診断を積み上げていくことに
なっていくと思います。
　山内　経過観察、ないし診断的治療
を行いながらの経過観察が非常に重要
だということになりますね。最初にそ
れをしっかり患者さんにも納得してい
ただくことですね。
　松瀬　はい。
　山内　問診のときに、医師が特に注
目するポイントについてお話をうかが
いたいのですが。
　松瀬　よくお聞きするのは、好発時
間が日中なのか、夜間なのか。例えば
咳喘息は喘息ですので、日中より夜間。
喘息は夜間の中でも副交感の緊張が高
まってコルチゾールの分泌が下がって
くるといわれている寝入りばなよりも、
夜中から明け方に咳で目が覚める。一
方、風邪の場合がそうですが、感染関
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係は夜寝ようと思うと、寝入りばなに
咳で眠りにくいなどの特徴があります
し、痰を伴う場合は寝ている間にたま
ってしまうので、明け方に痰がらみの
咳で起きる。どんなタイミングでどの
ように咳が出るかを聞いていただくの
が入り口になると思います。
　山内　痰がからむようなものとして
は、がんなどは別にして、最近はCOPD
が多いのでしょうね。
　松瀬　そうですね。COPDで一番困
るのは息切れなのですが、咳とか痰と
いう方もいます。これは喫煙歴を聞い
て、肺機能検査をすればある程度診断
がつく病気なので、そこはしっかり行
ってもらえばと思います。
　山内　それ以外にも、咳はいろいろ
な原因で出てきますが、代表的なもの
に逆流性食道炎があります。この鑑別
は難しいのでしょうか。
　松瀬　いわゆる典型的な胸やけ、食
後とか、横になると胸やけがして、そ
れに合わせて咳が出て、制酸剤で改善
するような咳であればあまり難しくな
いのですが、日本人の特徴として、そ
んなに逆流がはっきりしない。むしろ
日中、長く会話をしたときに、胸やけ
がなくて咳が出るようなタイプも多い
といわれていて、しかも咳喘息に合併
しやすいという話もあります。咳喘息
の治療をして、ある程度治っても、昼
間に咳が残っていたら胃食道逆流が合
併していることを考えないといけない

という話もあります。
　山内　胸やけもないとなると、例え
ば胃の内視鏡を行って確認したとして
も、これが原因かどうかはっきりわか
らなくなってしまいますね。
　松瀬　難しいですね。pHをモニター
したり、最近は動きだけを見るインピ
ーダンス法というものもあって、そう
いうものを組み合わせればできるので
しょうが、実臨床、一般臨床ではなか
なか難しいと思います。
　山内　制酸薬を行って効く、効かな
いはあまり診断上役立たないことにな
りますね。
　松瀬　そのような可能性もあります。
もちろん典型的な場合は効果があるの
でしょうけれども。
　山内　そういったもの以外にも、昔
から薬剤によるものも知られています
ね。つい忘れがちですが、これもやは
り大事なことですね。
　松瀬　有名なACE阻害薬、β遮断薬、
一部の糖尿病の薬が薬剤性の咳嗽の原
因ともいわれていますので、そこを聞
き出し、それらをやめれば治るのです
から、たいへん大事な問診になると思
います。
　山内　咳喘息に戻りますが、質問に
あるのは、一般の医家だとなかなか吸
入試験は難しいので、どうしたらいい
かということですが、いかがでしょう。
　松瀬　確実に重篤なもの、他疾患が
除外できて、問診で薬喘息の可能性や、

普通、咳は反射なのですが、ある程度
長く続くと脳とつながってしまう。そ
うすると、咳が出たらどうしようとか、
何となくのどがもぞもぞするといって、
少し気持ちの問題で咳が出る。こうい
ういろいろなものが相まって、ウイル
スもおらず、炎症もなくなっているの
に咳だけが続くという現象が起きてし
まうのが、感染後の咳の原因ではない
かといわれています。
　山内　そうしますと、質問は慢性の
咳嗽と考えてよいかと思うのですが、
こうなってくると何かあると見てよい
のでしょうね。
　松瀬　８週間を過ぎると、ただの風
邪とか、風邪の後ではない何ものかが
原因であると考えて、精査をするべき
だと思います。
　山内　そこで鑑別診断になりますが、
基本的にはすぐ咳喘息といかずに、ま
ずはとりあえずレントゲン写真、ある
いは可能であればCTを撮って、重篤
な、特にがんとかいったものはきちん
と見分けたほうがいい、これは間違い
ないでしょうね。
　松瀬　そうですね。特に大人の慢性、
２カ月以上続くような咳の場合には、
簡単に診断がつくもの、レントゲンや、
診察もそうですが、ここはまず確実に
除外するのが大原則だと思います。
　山内　さて、少なくともがんやCOPD
はほぼ否定的という大前提に立って、
ここから先の鑑別診断についてお願い

したいのですが、いかがでしょう。
　松瀬　私どものような総合病院、大
学病院であれば、CT、精密な肺機能
検査を含めて、いろいろな手段がある
ので、頑張って診断をすればすぐに結
果が出ることもあるのですが、そうい
う機械をお持ちでない一般の医師にと
っては、まずは丁寧な問診、診察、そ
して最終的には診断的治療と、その反
応性で見ていく流れの中で、患者さん
は１回で診断がついて、一発で止めて
ほしいと言うかもしれません。そうは
いかないことをしっかり説明し、１回
で決めるのではなくて、治療の反応を
見ながら診断を積み上げていくことに
なっていくと思います。
　山内　経過観察、ないし診断的治療
を行いながらの経過観察が非常に重要
だということになりますね。最初にそ
れをしっかり患者さんにも納得してい
ただくことですね。
　松瀬　はい。
　山内　問診のときに、医師が特に注
目するポイントについてお話をうかが
いたいのですが。
　松瀬　よくお聞きするのは、好発時
間が日中なのか、夜間なのか。例えば
咳喘息は喘息ですので、日中より夜間。
喘息は夜間の中でも副交感の緊張が高
まってコルチゾールの分泌が下がって
くるといわれている寝入りばなよりも、
夜中から明け方に咳で目が覚める。一
方、風邪の場合がそうですが、感染関
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夜中から明け方の咳嗽や鼻炎、いろい
ろなアレルギー疾患の合併、家族歴が
あるかなどを積み上げていって、どう
やら咳喘息っぽいということになった
ら、できれば気管支拡張薬の反応をま
ず見ていただく。反応がありそうなら、
吸入ステロイドを中心とした喘息の治
療をして、効果を判定していけばいい
と思うのです。しかし、なかなか激し
い咳の場合には、この質問にあるよう
に、最初からステロイドと気管支拡張
薬の合剤を使う機会が多いかと思いま
す。私はそれは仕方がないと思います。
症状が強くて、患者さんを何とかして
あげたいと思うのは医師の本分という
か、気持ちとしては間違いないと思い
ます。ただ、そうするのであれば、本
当に効いているのか効果判定する。効
いたのであれば、例えば減量していっ
たところで気管支拡張薬の反応を見る
とか、あるいは初めて使う場合に一緒
に気管支拡張薬を単剤で併用しながら、
その反応性を見る。そこはしっかりや
っていただきたいと思います。
　山内　感染性のものでしたら気管支
拡張薬はまず効かないと見てよいので
しょうか。
　松瀬　気管支拡張薬自体に咳反射を
抑える薬理作用はないといわれていま
す。気管支拡張薬で改善する咳は収縮
に関係して起こる咳反射なので、喘息

もしくは咳喘息とほぼ考えていいとい
うことになります。
　山内　そのあたりはぜひやっていた
だきたいですね。
　松瀬　そうですね。
　山内　我々はよく漢方薬の麦門冬湯
を使うのですが、このあたりの位置づ
けを先生はどのように考えますか。
　松瀬　副作用がないとは言えません
が、安全ということで、好まれる方は
います。いろいろ薬理学的に咳反射に
対する鎮咳効果もわかってきているの
で、おそらく一般的な治療が効かない
ときに使う分には問題ないと思います
し、通常の治療で反応が十分でないと
きに組み合わせて使われるのもいいと
思います。ただ、薬剤ですので、副作
用をしっかりチェックして、先ほどと
同じになりますが、本当に効いている
のかの効果判定をしながら、減量や中
止のタイミングも怠らないようにする
ことが大事かなと思います。
　山内　遷延性のちょうど中間的なと
ころ、つなぎで使うのも一つの意味が
あると見てよいでしょうね。
　松瀬　感染後の咳には何も効かない
となっているので、普通の咳止めと漢
方薬を組み合わせることはよく行われ
ていると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

敬愛クリニック内科／元 東京女子医科大学病院呼吸器内科禁煙外来担当
阿　部　眞　弓

（聞き手　池脇克則）

　経口禁煙治療補助薬バレニクリン酒石酸塩（以下、バレニクリン）の登場で
禁煙成功率は高まりましたが、患者サポートや指導のコツ、禁煙に失敗した際
の対処についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

禁煙治療の最近の動向

　池脇　禁煙補助剤のバレニクリンは
従来のものに比べると禁煙成功率は高
まりました。今回の質問は、ただ処方
するだけではなくて、患者さんをどう
やってサポートするか、指導するか、
あるいは失敗したときにどう対処する
のか。私もそこはどうするのだろうな
と思っていました。
　阿部　時間が限られた臨床の中では
難しいところですよね。
　池脇　まず、患者サポートや指導の
コツあたりから教えてください。
　阿部　忙しい外来では薬の処方中心
になりがちですが、患者さんの禁煙へ
の思いや動機を丁寧に尋ねたり、カウ
ンセリングを軽視しないことが大事で
す。薬の処方だけでも、自己管理能力
の高い人はしっかり禁煙できることが

多いのですが、禁煙したいがどうした
らいいかわからない方とか、自己効力
感の低い方もいらっしゃいます。その
一人ひとりの能力というか、実力を引
き出す、自己効力感を高めるような、
介入方法を取ることが重要かと思いま
す。
　池脇　患者さんとの信頼関係も必要
ですか。
　阿部　とても重要なことだと思いま
す。まず、忘れてはならないのは、「禁
煙外来」というだけで、喫煙者の方は
怖い外来、怒られる外来という認識で
来られるということ。まずは笑顔でお
迎えして、挨拶から始めて、もちろん
皆さんなさっていることですが、受診
者の方を大切に思っていますよと、そ
ういう姿勢を医師のほうから見せるこ
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