
仙台市立病院医誌　19，3－8，1999 　　　　　索引用語
　　小児気管支喘息
喘息管理ガイドライン
　　　　重症度分類

原　　著

当科における気管支喘息治療の現況（第2報）
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はじめに

　1990年以後，気管支喘息が気道の慢性炎症性疾

患であるという認識のもとに欧米および本邦にお

いて気管支喘息管理のガイドラインが発表さ

れ1～3），最近それぞれの改訂版4・5｝も報告されてい

る。その結果，欧米ではテオフィリン製剤はガイ

ドラインから排除され，小児における予防的薬物

療法としては抗炎症作用のあるDisodium
cromoglycate吸入（以下DSCG吸入）および吸入

ステロイド（Beclomethasone　dipropionate吸入，

以下BDP吸入）が主流となり，また急性増悪時に

おいてもβ2刺激薬の頻回吸入と経ロステロイド

薬による外来治療が一般的となっている4）。一方，

本邦のガイドラインでは急性増悪時の治療および

慢性喘息の管理上のいずれにおいてもテオフィリ

ン製剤は依然，治療薬剤の中心的役割を担ってお

り，ステロイド薬の使用法とともに欧米のガイド

ラインと対比をなしている5）。

　著者らは1995年に当科における気管支喘息治

療の現況と題して，1991年から1993年における

治療内容の検討を行い報告したが6），今回は1994

年以後の気管支喘息治療内容の変遷を検討し，ま

た最終経過観察例については治療点数を加味した

重症度分類を試みたので報告する。

対象および方法

　入院症例に関しては1994年1月から1997年

12月までの4年間に当科において入院治療を

行った1，427名を対象とした。経過観察例にっい

ては1994年1月の時点で経過観察中の患者およ

び1994年1月から1996年12月の間の初診患者

で1年以上の経過観察のできた537名を対象とし
た。

　また1998年1月の時点で経過観察中の314例

のうち寛解例41例を除いた273例については小

児気管支喘息の発作の程度，重症度，予後判定基

準検討委員会報告7）に準じ，1997年1年間の臨床

経過より従来の重症度を求め，さらに1997年9月

の1カ月間の治療内容より治療点数を算定した。

尚，同委員会の報告では従来の重症度と治療点数

より得られる治療スコアの組み合わせをそのまま

記載することを推奨しているが，著者らは従来の

重症度と治療スコアの組み合わせを便宜的に軽

症，中等症および重症の3段階に分類して治療点

数を加味した重症度分類を試みた。

　尚，有意差検定はt検定で行った。

仙台市立病院小児科

結 果

　気管支喘息入院者数は年平均356．8人であり，

総入院患者数の26．6％に相当した。男女比は1．6：

1であり，紹介患者数の比率は27．5％から14．9％

に減少，時間外入院患者数は約60％であった。発

熱の有無および年齢に関しての検討では，1994年

を除いては有熱患者数は40～50％，2歳未満の患

者の占める割合は25～30％であった。平均入院日

数は31日以上の長期入院患者5名を除外して検

討したが，6．14±2．76日（平均値±SD）から6．94±

3．37日の間で変動し，1995年度と1997年度間を

除いては各年度間に有意差を認めた（表1）。
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表1．年度別気管支喘息入院患者の内訳

年度 1994 1995 1996 1997

総入院患者数（人） 1，220 1，397 1，422 1β20

気管支喘息入院患者数（％） 331（27．1） 369（26．4） 344（24．2） 383（29．0）

男児（％） 199（60．1） 238（64．5） 208（60．5） 230（60．1）

女児（％） 132（39．9） 131（35．5） 136（39．5） 153（39．9）

紹介患者数（％） 91（27．5） 86（23．3） 69（20ユ） 57（14．9）

時間外入院患者数（％） 192（58．0） 244（66．1） ］97（57．3） 227（59．3）

有熱患者数（％） 187（56．5） 187（50．7） 144（41．9） 160（41．8）

2歳未満患者数（％） 143（43．2） 98（26．6） lO2（29．7） 99（25．8）

入院期間（日）＊ 6．94±3．37 6．19±2．96 6．14±2．76 639±2．85

＊平均値±SD，31日以上の入院例，5例を除外した。

　年齢別では1歳にピークを認め，5歳未満で約

70％を占めた（図1－A）。また有熱者の占める割合

は2歳未満では有熱者が約2／3を占めたが，2歳

以後では無熱者が有熱者を上回っていた（図1－

B）。月別入院患者数では9月にピークを認め，10

月がそれに次ぎ，9月および10月合わせての入院

患者数は年間入院患者数の26．8％を占めた。月別

入院患者数と発熱の有無および年齢との関係では

いずれも8月から11月においては有熱者ないし

2歳未満の患者の占める割合が減少していた（図

2－A，B）。

　入院時の治療の変遷では静注ステロイド薬の使

用頻度が30．5％から52．5％に増加がみられたが，

他の治療法には著変はなく，酸素吸入は20％前

後，イソプロテレノール持続吸入は2～4％，人工

呼吸管理は0．3～0．5％であった。尚，この間の死

亡例は2例でいずれも他院での経過観察例で来院

時心肺停止の状態であった（表2）。

　経過観察患者の治療の変遷では経口抗アレル

ギー薬の使用頻度が38．2％から15．3％に著減し，

対症療法が49．2％から60．1％に，またテオフィリ

ンround　the　clock　（RTC）療法が29．1％から

34．1％に漸増した以外はDSCG吸入，　BDP吸入

および経ロステロイド薬の使用頻度には著変な

かった（表3）。

　1998年1月現在経過観察中の症例は273例で

70

60

＾50
540
ti　30

樽

硲20

　10

　0
　　01234567891011i21314t51617　　　　　　　　　　　年　齢（●）

　70

　60

ASO
540
ti　30

020
　10

　0
　　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　101i　121314151617
　　　　　　　　　　　年　齢（良）

図1．年齢別平均年間入院患者数と性別・発熱との関係

］
：
’
：
－
　
1

⊂

　1
1

　　　　　　　　　　　　　　A＝　　　　　　　　［コ朋

　　　　　　　　　■女児

　　　］輌團舶団一一一

　A－－1　　　　　　‘　　　．

一一一　　　　　一l　　　l　　　‘　　　■　　　‘　　　‘　　　‘　　　‘　　　‘　　　1　　　1　　　■　　　‘

ゴ
ー
　
ζ
＝
，
：
：
　
‘

⊂’。　　　　　　　　　口繍　B

　　　　　　　　　　　　　■有熟

　　　　恥而鋼同聞伺
I　　l　－1　『－1－‘－1－1　　・　　1　　‘　　1　　■　　1　　－，『‘『7

Presented by Medical*Online



　60

　50

34°

栢30

‡2°

　10

　0

［］無熱

圏■有熱

1234567891011t2　　　　　　　　　月　数

　60

　50

：4°

ti　30

×2°

　10

　0

［コ2RM上
■■2歳未満

　t234567egtO1112　　　　　　　　　　　月　撒

図2．月別平均年間入院患者数と発熱・年齢との関係

表2．年度別入院時治療内容の変遷

年度 1994 1995 1996 1997

気管支喘息入院患者数（人） 331 369 344 383

アミノフィリン点滴静注（％） 331（100．0） 369（100．0） 344（100．0） 383（100．0）

静注ステロイド薬（％） 101（30．5） 142（38．5） 136（39．5） 201（52．5）

酸素吸入（％） 66（20．0） 75（20．3） 62（18．0） 95（24．8）

イソプロテレノール持続吸入（％） 10（3．0） 7（］．9） 13（3．8） 17（4．4）

人工呼吸管理（％） 1（0．3） 2（0．5） 1（0．3） 1（03）

表3．経過観察患者の年度別治療内容の変遷

年度
対象

患者数
対症
療法

　経口抗
アレルギー薬

テオフィリン

　　RTC
DSCG
吸入

BDP
吸入

経ロステ
ロイド薬

1994

1995

1996

1997

382

424

453

393

49．2％

54．7％

59．8％

60．1％

38．2％

25．7％

16．6％

153％

29．1％

30．4％

31．8％

34．1％

29．6％

30．7％

27．4％

26．7％

6．3％

5．2％

4．6％

5．9％

0．5％

0．5％

0．4％

0．8％

あり，男女比は1．97：1，年齢は8歳2カ月±3歳

10ヵ月（以下，平均値±SD），診断時年齢は2歳

6カ月±1歳11カ月，経過観察期間は4年6カ
月±2年10カ月間，入院回数は4．4±5．3回であっ

た。ダニRAST陽1生率は検査し得た249例中209

例，83．9％であった。

　治療内容では対症療法および現在は対症療法を

合わせて57．5％であり，残りの予防的薬物療法を

施行中の116例（42．5％）においてはテオフィリン

RTC療法およびDSCG吸入が中心であり，経口

抗アレルギー薬投与例は15．4％のみであった。

尚，BDP吸入は16例（5．9％）に施行されていた
（表4）。

　この273例は従来の重症度分類では軽症236例

（86．4％），中等症31例（11．4％），および重症6例

（2．2％）と分類された。一方，便宜的に軽症で治療

スコァT2およびT3を中等症，中等症で治療スコ

アT，を重症として治療点数を加味した重症度分
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表4．経過観察中の273例の内訳および治療内容

男女比 181：92（1．97：1）

年齢 8歳2カ月±3歳10カ月＊

診断時年齢 2歳6カ月±1歳11カ月＊

経過観察期間 4年6カ月±2年10カ月＊

入院回数 4．4±53回＊

ヤケヒョウヒダニRAST 209／249（83，9％）

陽性率

治療内容

対症療法のみ 78（28．6％）

現在は対症療法 79（28．9％）

予防的薬物療法 116（42．5％）

経口抗アレルギー薬 42（15．4％）

DSCG吸入 72（26．4％）

エアロゾル 24（8．8％）

吸入液 48（17．6％）

テオフィリンRTC 88（32．2％）

BDP吸入 16（5．9％）

経ロステロイド薬 3（1．1％）

＊平均値±SD

類を行うと，軽症183例（67．0％），中等症74例

（27．1％），および重症16例（5．9％）と分類された

（表5）。

考 察

　小児の急性喘息発作において米国のガイドライ

ン4）では，救急外来および入院のいずれの治療に

おいてもβ2刺激薬の頻回吸入とステロイド薬の

全身投与が中心でアミノフィリン静注は一般には

勧められていない。一方，本邦のガイドライゾ）で

は中発作まではβ，刺激薬吸入とアミノフィリン

持続静注で，ステロイド薬は大発作以上としてい

る。さらにステロイド薬の使用時期をイソプロテ

レノール持続吸入開始時ないし開始後とする意見

もあり8），明確なステロイド薬の適応基準は不明

である。

　当科における急性喘息発作の入院時の治療方針

としては，アミノフィリン持続静注とβ，刺激薬吸

入，ステロイド薬静注，酸素投与，イソプロテレ

ノール持続吸入の順であり，ステロイド薬静注の

適応は入院時の呼吸困難の程度で判断した。今回

の報告においては，ステロイド薬の使用頻度は4

年間に30．5％から52．5％に増加し，また1995年

に著者らが報告した1991年における入院例での

ステロイド薬使用頻度7．5％と比較すると7倍の

増加であった。この増加の要因の一つとして欧米

のガイドラインの考え方の影響もあるが，適応基

準を酸素投与と同段階とすれば使用頻度を20％

程度には下げられた可能性があり，反省すべき点

である。

　小児の慢性喘息の管理に関して米国のガイドラ

イン4）では予防治療としては軽症持続型より吸入

ステロイド薬が導入され，重症度によりその投与

量が増量されている。テオフィリン製剤はガイド

ラインには含まれておらず，その適応は特殊な症

例に限られるとしている。一方，本邦のガイドラ

イン5）では軽症持続型からテオフィリンRTC療

法の適応となり，吸入ステロイド薬はテオフィリ

ンRTC療法およびDSCGとβ2刺激薬混合液定
期吸入にても反応不良な中等症持続型になって初

めて導入されている。

表5．最終経過観察症例の発作点数を加味した重症度分類

To Tl T2 T3
治療スコア（治療点数）

（0） （1～170） （171～340） （341以上）
計

従来の重症度　軽症 80 103 52 1 236

中等症 0 3 18 1◎ 31

重　症 θ 0 ◎ 6 6

計 80 106 70 17 273

［＝］軽症183例（67．0％）［＝］中等症74例（27．1％）［：］重症16例（5．9％）
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　当科における慢性喘息の管理方針としてはテオ

フィリンRTC療法ないし年長児ではDSCGエ
アロゾル吸入，吸入器を用いてのDSCG単独吸

入，さらに吸入ステロイドとしており，吸入ステ

ロイド導入に関しては本邦のガイドラインにほぼ

準じている。今回の報告においては，予防治療薬

としてテオフィリンRTC療法の頻度が最も高

く，一一方，吸入ステロイド薬投与の頻度に関して

は適応を制限した結果，増加傾向はみられなかっ

た。

　それでは何故，欧米と本邦におけるテオフィリ

ン製剤およびステロイド薬の使用法にこのような

隔たりがあるのであろうか。まずステロイド薬の

使用法の違いはテオフィリン製剤の使用の有無に

関連していると考えられる。すなわち，急性喘息

発作においてβ、刺激薬吸入に対する反応不良例

では次のステップとしてテオフィリン製剤を使用

しなければステロイド薬の全身投与となる。また，

慢性喘息の管理でもテオフィリンRTC療法を組

み入れなければ早期のBDP吸入の導入も当然の

結果と考えられる。従ってテオフィリン製剤を使

用するか否かが最も重要な点となる。

　欧米におけるテオフィリン製剤の排除の理論的

根拠としては，テオフィリン製剤は基本的には抗

炎症作用の少ない気管支拡張薬であり，安全域が

狭く，また薬物や合併疾患により薬物動態が変化

するためとされている9）。その他の大きな理由と

しては欧米，主として米国では入院医療費が極端

に高額となるためステロイド薬中心の医療が行わ

れている結果と推察されている8）。一方，本邦にお

いてはテオフィリン製剤は適切に血中濃度を測定

すれば安全に使用しうる薬剤として急性喘息発作

および慢性喘息の管理に伝統的に使用されてい
る。

　気管支喘息は小児期においては最も頻度の高い

慢性疾患の一つではあるが，このように治療法に

関しては今後更なる検討の余地が残されている。

最近，本邦においても3歳以下の気管支喘息発作

には原則としてアミノフィリン静注を行わないと

する施設もみられているが1°），当科の治療方針と

しては，現在のところはテオフィリン製剤を軸と

7

したこれまでの治療法を継続しつつ，今後の新た

なる進展に注目していきたい。

　最後に気管支喘息の治療に当たっては重症度別

の治療方針の設定が必要である。本邦における小

児気管支喘息の従来の重症度分類では治療薬の考

慮がなされていなかったため，たとえ重症でも薬

物療法により良好なコントロールがなされれば軽

症と判断される可能性があった。1996年に新たな

重症度分類の試案が提出され7），この試案は日常

の臨床に応用するには煩雑ではあるが，今回の結

果をみると患者の状態の把握には非常に有用と考

えられた。

　小児気管支喘息の重症度の分布は施設問で異な

ることが予想され，気管支喘息専門病院からの報

告では当然のことながら中等症および重症の割合

が多い1’）。欧米の成書によれば小児気管支喘息の

約60％は軽症で予防的薬物療法は不要であり，

10％未満が重症で残りが中等症とされ12），今回の

治療点数を加味した重症度分類の分布にほぼ一致

し，今回の結果は一般市中病院における気管支喘

息の重症度の分布を示しているものと考えられ
る。

ま　と　め

　1）1994年1月より1997年12月の4年間に
おける気管支喘息入院患者数は年平均356．8人で

あり，総入院患者数の26．6％を占めた。男女比は

1．6二1で，年齢では1歳にピークを認め，月別入院

患者数では9月にピークを認めた。入院時の治療

では静注ステロイド薬の使用頻度の増加がみられ

た。

　2）　同時期に1年以上外来にて経過観察し得た

患者においては，予防的薬物療法，特に経口抗ア

レルギー薬使用の減少が顕著であった。

　3）最終経過観察例273例での治療点数を加味

した重症度の検討では，軽症67．0％，中等症

27．1％，および重症5．9％と算定された。

　4）欧米と本邦の喘息管理のガイドラインを比

較すると，テオフィリン製剤とステロイド薬の使

用法に大きな隔たりがあり，今後の検討課題であ

る。
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　尚，本論文の要旨は第186回日本小児科学会宮城地方会

（1998年11月，仙台市）において発表した。
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