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特集：喘息と COPD のオーバーラップ
【喘息と COPD のオーバーラップ】
：いずれも息苦

くと悪化する事が多いのが特徴です。

しさを感じる慢性呼吸器疾患ですが、全く異なった

原因：喘息はアレルゲンによる気道感作が中心で

病気です。症状が似ている上に、一方の疾患が他方

すが COPD は大気汚染物質（主に喫煙、受動喫煙）

に合併している事もあります（オーバーラップ）
。

による慢性気道炎症と肺胞の破壊が中心です。

今回は、合併について解説します。

治療：喘息は発作予防とリモデリングの回避のため、

【１】喘息：特徴的な症状は繰り返し起こる咳、「ゼ

吸入ステロイドを用います。それに対し COPD で

ーゼー、ヒューヒュー」と鳴る喘鳴、呼吸困難の３

は進行を遅らせるために急性増悪の回避に重点を置

つです。(a) 気道の浮腫 (b) 大量の粘液 ( 喀痰 )(c) 気

き、薬物療法は気管支拡張剤が中心となります。

道の平滑筋が縮む（気道狭窄）事で生じます。背景
には「慢性アレルギー性炎症」があります。気道が
発作的に狭くなるものの自然に、または治療により
元に戻る ( 可逆性 ) のが特徴です。一方、長期間、
適切な治療を受けないと狭くなった気道は元に戻ら
なくなり、
気道リモデリング
（再構築）
等が起きます。
これは気道表面の膜が硬くなり ( 気道上皮基底膜直
下線維化 )、気道を支える筋肉が肥大して縮む ( 平
滑筋肥厚 ) など、気道の組織が変化してしまうから
です。
【２】COPD は「肺の生活習慣病」
：日本語で「慢性
閉塞性肺疾患」といいます。喫煙、間接喫煙（受動

【 ４】 喘 息 と COPD の オ ー バ ー ラ ッ プ： 喘 息 と

喫煙）
、排気ガス、暖房や調理用のガスの排気など、

COPD を合併する患者がいます。実際、喘息の 15

汚染された空気を習慣的に吸う事で起こります。早

％に COPD があり、６５歳以上の高齢者では喘息

期診断と禁煙を含む、適切な治療で肺機能低下を防

の 25％に COPD が合併するとの報告もあります。

ぎます。進行すると影響は全身に及び、
脳血管疾患、

もともと喘息を持っている人が、喫煙して COPD

心疾患、肺ガンなどを併発する事が多くなっていま

になる場合もありますし、もともと COPD の人が

す。日本では喫煙率が高く、本疾患の認知も遅れて

喘息を発症する場合などがあります。

いるため、
悪化してから病院を受診する場合が多く、

（１）オーバーラップ患者の検査法：適切な治療の

さらに人口の高齢化も相まって COPD による死亡

ためには、喫煙歴の有無の確認、呼吸機能検査、気

率は年々上昇しています。

道過敏性試験、アレルギー検査などを行い、喘息と

【３】COPD と喘息の比較：症状は、どちらも呼吸

COPD のオーバーラップの可能性を探リます。

困難を伴いますが「喘息の症状」は急性の事が多く、

（２）治療法：喘息と COPD の治療薬には共通のも

しばしば「発作」といわれ、夜間や早朝に多いのが

のが多く、それぞれを組み合わせて最良の治療を見

特徴です。COPD では慢性、進行性の事が多く、動

つけます。COPD の方は、高齢者が多いので、緑内

私たちは、医療の発展と人々の健
康づくりにシステムとバイオで貢献し、
豊かな健康文化を創造します。

本
社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3
TEL.03-3350-0111（代表） FAX.03-3350-1180
BML総合研究所 〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1
TEL.049-232-3131（代表） FAX.049-232-3132
http://www.bml.co.jp/
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障、骨粗鬆症、糖尿病，前立腺肥大などの合併症を

E

お持ちの方も多く、これらを踏まえながら、多角的
に治療方針、使用薬剤を決めていきます。

P

雑

感

【エパレク Facebook ページオープン !! 】
今年 3 月より準備を進めていましたが、ついに
Facebook ページ（www.facebook.com/eparec）を、
5 月よりオープンしました。
すでにアレルギー友の会、相模原アレルギーの
会など、いくつかの患者会では、Facebook ページ
を開設しており、少し出遅れた感はありますが、今
後、内容の充実を図っていく予定です。
これにより、それぞれの媒体が得意とする形で、
下記の情報発信をタイムリーに分かりやすくお届け
する事が可能になります。
例：
（a）ホームページによるエパレク公式の情報提
（３）管理目標：喘息における発作、COPD におけ

供、（b）遠隔教育学院による各医学的情報の提供、

る急性増悪をともに予防する事が管理目標となりま

（c）Facebook による学習会やイベントなどの案内、

す。禁煙を徹底し長期的に増悪を回避し、喘息でも

情報の共有、会員同士のコミュニケーション、各種

COPD でも最善のコントロールを維持する事が大事

団体・企業との連携。

です。薬物療法以外にも喘息発作、感染症を引き

また、インターネットのみならず、学習会、講

金とする増悪を避ける事が極めて重要になります。

演会、エパレク通信などでの情報提供もこれまで以

COPD では、増悪因子であるインフルエンザなどの

上に充実を図ってまいります。

呼吸器感染症の予防など、喘息に関しては、ハウス

これからもエパレクの活動にご協力、ご賛同のほ

ダスト等、アレルゲンの除去をおこないます。

ど、よろしくお願い致します。
編註：Facebook とは、世界最大規模のソーシャル・
ネットワーキング・サービス (SNS)。個人、法人の
情報提供、コミュニケーションの場。
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エパレク通信誌面学習会
※このコーナーは、エパレク学習会ミニ勉強会、特別講演会などでの学習内容を元に構成しています。

学習テーマ 1：喘息とアレルギー
性鼻炎

（１）治療薬：
どちらも治療には、ステロイドをはじめとする抗

【はじめに】
：喘息とアレルギー性鼻炎は、その発症

炎症薬を中心に用います。

メカニズムに共通点が多いのが特徴です。アレルギ

喘息では、吸入ステロイド、ロイコトリエン拮

ー性鼻炎は喘息症状を悪化させ、また喘息はアレル

抗薬、アレルギー性鼻炎では、ステロイド点鼻薬、

ギー性鼻炎を悪化させます。

ロイコトリエン拮抗薬などの抗炎症薬を基本としま

【症状からみると】
（１）喘息：

す。

発作的に、気道が狭くなるので、呼

喘息の場合、気管支平滑筋の収縮もありますの

吸の際に、空気が気道を通りにくくなり息苦しくな

で、必要に応じて、β 2 刺激薬、テオフィリンな

ります。また咳・痰が繰り返し出て来ます。

どの気管支拡張薬も併用します。

（２）アレルギー性鼻炎：繰り返すくしゃみ、水の

（２）局所（吸入・点鼻）ステロイドの意義：

ような鼻水、鼻づまりが代表的な症状といえます。

喘息では、吸入ステロイドが使われますが、アレ

一見、喘息とは異なった症状の様に思われますが、

ルギー性鼻炎では、ステロイドの点鼻薬が使われま

喘息は「気道」
、アレルギー性鼻炎は「鼻腔」と、

す。吸入ステロイドも、ステロイドの点鼻薬も、と

場所が異なるだけで、
「アレルギー性炎症」が原因

もに、局所療法です。局所療法とは、症状が出てい

である事には変わりがないといってよいでしょう。

る「部位（患部）」に、直接、薬剤が到達する様に

アレルギー性炎症であるという点では、その炎症

工夫され、そこのみで薬として効果を発揮します。

のメカニズムは、とてもよく似ています。

内服薬のように、薬が「全身に及ぶ」事に由来する

つまり、どちらもアレルギー原因物質（アレルゲ

副作用の心配はほとんどありません。その上に、強

ン）によって、ロイコトリエン、ヒスタミンなどの

い抗炎症作用を発揮するので、治療上、最も重要な

炎症性物質が出てきて、
気道や鼻腔の炎症を起こし、

薬剤といえます。

種々の症状を引き起こすといえます。

（３）予防法：喘息、アレルギー性鼻炎の原因とな

【原因】
：吸気によって吸い込まれた
「アレルゲン」は、

るアレルゲンが特定されていれば、回避する努力も

その大きさによって、体内の「どこまで」届くかの

大事です。アレルゲンの除去と回避を行うことはも

推定が可能です。花粉などの比較的「大きな」アレ

ちろん、マスクなどで吸入しない工夫をすることも

ルゲンは、鼻腔内へ留まり、アレルギー性鼻炎の原

大切です。

因となります。一方，ダニやハウスダストなどは花

（４）アレルギー性鼻炎と喘息の関係：以下の記事

粉よりも「小さい」アレルゲンなので気道まで入っ

（エパレク通信 2013 年 3 月号）の様にアレルギー

て行って、喘息の引き金になります。

性鼻炎は、喘息の悪化要因であることが知られてい

【治療法】
：いずれも、もともとはアレルギー性炎症

ます。喘息のある方で、アレルギー性鼻炎も合併し

によるものであり「治療の基本」は、まずこの炎症

ている方（例えば、花粉症の時期に喘息を悪化させ

を如何にして抑えるかという観点から考えます。

ることが多い方）は、アレルギー性鼻炎の治療を適
これからの地域医療を担う
新しい調剤薬局を

株式会社イービーエムズ
・医薬品等の臨床研究を通じて
科学的根拠に基づく医療に
貢献していきます。
お問合せ先： 03-5777-1002
URL：http://www.ebms.co.jp/

ファーマライズホールディングスは、
地域医療の担い手となることを目指して、
グループ一丸となって
全国各地で邁進しています。
ファーマライズホールディングス株式会社
http://www.pharmarise.com/
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切に行う事により、喘息のコントロールも良くなり

学習会で寄せられた質問と回答

ます。主治医に相談してみましょう。
【アレルギー性鼻炎と喘息の関係】
※※エパレク通信 2013 年 3 月号より転載

Q：喘息の自己管理について教えて下さい。

One airway one disease の考え方：

A： 喘息の自己管理は、日常の喘息日記の記入、ピ

アレルギー性鼻炎と喘息には１）～ ３）の関係

ークフローの測定、アクションプランの実施により

があるといわれています。

成り立っています。

１）喘息患者の多くはアレルギー性鼻炎を合併。

喘息日記：ピークフローの測定値、服薬状況、体調

２）悪化要因は両者に共通している場合が多い。

などを毎日記載します。発作の予兆を発見し、アク

（例）花粉、ダニ、タバコの煙、大気汚染物質など

ションプランを適切なタイミングで行ったり、受診

３）アレルギー性鼻炎が喘息を悪化させる。

の際、日常の状況を医師に把握して判断してもらっ

つまり、喘息の方の多くは花粉症などの鼻炎もあ

たりする時、治療計画を立てる時に役立てます。ま

り、また、このような上気道の炎症（鼻炎）が、下

た、長期に記載すれば発作の原因、発作を起こしや

気道での炎症（喘息）を悪化させるといいます。

すい時期などを特定することが出来るので継続的な

その理由として①②が考えられています。

記載を定期的に振り返るのも有益です。
ピークフロー：最大呼気流量ともいいます。ピーク

①鼻閉による「口」呼吸が喘息を悪化させる：
「口」呼吸は肺へのアレルゲン吸入を促進します。

フローメーターで測定し、その変動、目標値との差

また
「口」
呼吸は、
吸気の温度や湿度を低下させます。

などを見て行く事で、治療の参考にします。

②鼻炎が喘息症状を誘発する：

アクションプラン（自己管理計画書）
：ピークフロ

鼻の炎症から全身に影響する場合は、(a) および (

ーの値が、自己最良値の 80％、60％を切った場合

ｂ ) の２通りの機序が考えられます。

に取るべき行動を記載した医師からの指示書。

(a) 鼻炎などが直接気管支に影響する場合：

ピークフロー値をグリーンゾーン（100 ～ 80％）
、

炎症細胞・炎症メディエーター等が同時に、また

イエローゾーン（80％～ 60％）、レッドゾーン（60

は直接的に鼻から気管支に分泌される可能性があり

％以下）の 3 段階に分けて管理するゾーンシステ

ます。後鼻漏も鼻の中の炎症細胞・炎症メディエー

ムからなり、イエローゾーンまで下がった場合は、

ターを下気道に流入させて喘息を悪化させる可能性

指示された発作治療薬（リリーバー）の使用、レッ

があります。

ドゾーンの場合は、発作治療薬の使用に加え、医療

(b) 骨髄に作用して全身に影響する：

機関を受診します。
医師との共同管理が原則です！

花粉症の方は、アレルゲン暴露により産生された
サイトカインが、骨髄の中の「好酸球前駆細胞」の

自己管理というと自分勝手に管理する事と思っ

「産生、
成熟」
を促進します。
「好酸球前駆細胞」が「産

てしまう方もおります。自己管理は本来「guided

生、成熟」されると、鼻では鼻炎が悪化し、気道で

self-management」であり、自己判断で行うのでは

は気管の収縮が起こり喘息となるのです。

なく、主治医との打合せの下、決められた管理を行
ういわゆる「共同管理」が原則です。

-生涯を通じた女性の健康のために-

主婦会館クリニック
東京都千代田区六番町15番地
Tel:03-3265-8110
http://plaza-f.or.jp
医師：堀口貞夫

堀口雅子

※完全予約制：診療時間内にお電話下さい
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学習テーマ 2：吸気流速の重要
性

「肺内への薬剤の到達率」も下がるので、治療効
果が下がることもありうるかもしれません。

【はじめに】

2 吸気流速が遅すぎると…：

吸入薬は、喘息・COPD の治療で、重要な役割を

一部のドライパウダータイプの薬剤は「比較的速

占めています。

い吸気流速」で吸入する必要があります。

ただし、吸入薬の薬剤が、肺に到達するには、

このような吸入薬の場合に、
「吸気流速が遅すぎ

「正しい吸気流速」で吸入することが大切です。

る」と、デバイスの中の薬剤が気道へ届かない可能
性があるかもしれません。

【吸気流速】

薬剤がデバイスの中にそのまま残ってしまう可能

これは、息を吸い込む際の「速さ（勢い）
」を示

性もあるかもしれません。

します。単位は、L/min で示します。
吸入薬の使用説明書には、
それぞれ「力強く」、
「速

【自分の吸気流速を知るには…】

く」
、
「ゆっくり」などと記載されています。

吸気流速を測る器具が、病院などの医療機関や薬

これは、吸入薬の器具（デバイス）によって、
「適

局にあります。

切な吸気流速」が異なる事を示しています。

メーカーから提供されている各吸入薬、それぞれ

従って、それぞれのデバイスに応じた速さ、つま

に対応したもの、アダプタを交換する事により各種

り「至適（要求）吸気流速」で吸入することが重要

吸入薬に対応した「インチェック」などの器具があ

です。

ります。図２を参照して下さい。

図１を参照して下さい。

なお、この事について、ご不安な場合は、主治医ま
たは薬剤師に相談して下さい。

図 1：各吸入ステロイドの要求吸気流速
図 2：吸気流速確認用デバイス

1 吸気流速が速すぎると…：
薬剤が、口腔や咽頭部へ付着しやすくなります。

【吸気流速が足りない場合】

そのため、
口腔内の副作用である「口腔内カンジダ」

どうしても至適吸気速度で吸うことが出来ない場

等の危険性が高まります。

http://eparec.org/

合は、
「ゆっくり吸っても吸入できる薬」への変更
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を主治医に相談してみましょう。

今月のチャレンジクイズ

【ドライパウダー製剤（DPI）の吸気流速】
この種類の吸入器具は、一般的に速く吸います。
「1 秒くらいで吸いきる」くらいの速さ、
「うどんを

[1]. 喘息に関する記述として、誤っているものはど

すすって食べる」くらいの速さが適切とされていま

れか。

す。

A) アレルギー性の炎症が疾患の本態である
B) 治療しても症状は改善しない
C)COPD と合併することがある
[2].COPD に関する記述として誤っているものはど
れか。
A) 主な原因は喫煙または間接喫煙（受動喫煙）で
ある。
B) 進行を抑える治療を行う。
C) 喘息と合併することはない
[3]. 喘息と COPD のオーバーラップとして、誤って
いるものはどれか。
A) 治療に用いる薬剤が全く異なっている。
B) 共通の悪化要因である感染症に注意する

【エアー剤（pMDI）の吸気流速】

C) どちらも、増悪を予防し、最善のコントロール

一般的にゆっくり吸います。3 秒くらいかけて吸

を維持することが治療目標である

いきるくらいの速さが適切とされています。

[4]. 喘息とアレルギー性鼻炎に関する説明として、
誤っているものはどれか。
A) 治療薬の中心としては、それぞれ吸入、点鼻の
局所のステロイドを用いる
B) アレルゲンの粒子径が大きいと気管まで届きや
すいので、喘息の原因になりやすい
C) 共にアレルゲンが特定されていれば、アレルゲ
ンの回避を行う
[5]. 吸気流速に関する説明として正しいものはどれ
か。
A) どの吸入薬も速く吸入するほど効果が高い
B) どの吸入薬もゆっくり吸入するほど効果が高い
C) 吸入薬は、器具によって適切な吸気流速が異な
る

本 社 / 〒１１３-８４８３ 東京都文京区本郷３-３９-４
お客様窓口…☎（０３）
５８０２-６６００
受付時間：月〜金曜日（祝祭日，
休日を除く）
９
：
００〜１８
：
００
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