のためのガイドラインにおいては︑そう
した発作が 回以上︑別々の機会に起こ
ることが︑小児喘息と診断するための基
準の一つとされています︒
ただしここで注意してほしいのは︑こ
れに当てはまらない軽い喘息の子どもさ
んも多いということです︒
●風邪を引くと 週間ほど咳が続く
●就寝中に咳をし︑ひどいと目を覚ます
●泣く・笑う・走るなどの動きの後に咳
をする
といった症状は︑軽い喘息から起こっ
ていることがよくあります︒ その場合︑

気道狭窄と︑気管支の内側の粘膜がむく

空気の通り道である気管支が狭くなる

それでも︑アトピー性皮膚炎や喘息︑花

中で一人だけが発症することもあります︒

必ず遺伝する病気とはいえず︑家族の

本人や家族に
アレルギーがあれば
注意が必要？

む気道炎症とが起こって︑呼吸がつらい

粉症などの家族がいる子どもに多い病気

ー素因のある子どもは︑アレルギーマー

状態となる病気です︒このため︑息を吐
原因は︑子どもの場合︑アトピー性が

チといって︑成長につれ︑次から次へア

だということはいえます︒また︑アトピ
割を占めます︒アトピー性とはアレル

くときにぜーぜーと音が出ます︒

小児喘息って︑
どんな病気？ 原因は？

﹁子どもがしょっちゅう咳をするので心配︒
風邪の時も︑
長く咳が続く気がします﹂
小児喘息の症状は？
よく発症するのは
何歳ぐらい？
代表的な症状は︑ぜーぜー︑ヒューヒ
ューと音がして︑息をするのがいかにも
苦しそうな発作です︒多くの場合︑こう
︑ 歳までに
5

した発作で初めて小児喘息と気づきます︒
年齢的には 歳までに
70
%

％が発症するといわれています︒治療

3

3

抗生物質や咳止めを処方されても︑改善
しません︒

ギーに関係しているという意味で︑アレ

の点にも注意が必要です︒

レルギー疾患を発症することが多く︑そ

さらに本人や家族にアトピー性皮膚炎や

いずれにせよ︑ 疑わしい症状があり︑

ルギーを引き起こしている物質としては︑
ホコリ︑ひょうひダニ︵チリダニ︶
︑ペッ
つが最も代表的です︒

食物アレルギーがあれば︑小児喘息であ

トのフケ︑ この

いずれも非常に小さく目には見えません

る可能性は高まります︒

検査

なものがあります︒

呼気

きた最低年齢は４歳半です︒

秒間ぐ

施できません︒当院でこれまでに実施で

要で︑ある程度の年齢にならなければ実

らいかけてゆっくりと息を吐く動作が必

症の程度を推測する検査です︒

の量を測ることで︑気道に起きている炎

吐く空気に含まれる

＝一酸化窒素

よく行われる検査としては︑次のよう

検査や診断方法は？

が︑ごく普通に家の中に存在しています︒
それとは別に︑悪化の引き金となるも
のもいろいろあります︒小さな子どもの
場合︑圧倒的に多いのは風邪に感染する
ことです︒ほかに︑タバコの煙︑気候の
急激な変化︑ 黄砂などが挙げられます︒
花粉は粒子が大きいので関係がないとい
われていましたが︑花粉症で鼻の粘膜に
炎症が起こり︑それが気管支にまで及ぶ︑
あるいは鼻づまりで
口呼吸になり︑ヒョ
ウヒダニなどがダイ
レクトに気管支に入
るなどの理由で︑や
はり喘息を悪化させ
ると考える研究者が

10

2

3

90

く

小児喘息

そ
ん
ぜ

気温の変化が激しい、秋冬に起こりやすい小児喘息。

周囲の大人が咳（せき）の症状に気づいて対処できるよう、

気づくのが遅れると、悪化してしまうこともあります。
ぜひ知っておくべきことを、教えていただきました。

京都大学大学院医学研究科修了。京
都大学医学博士。神戸市立中央市民
病院小児科医長などを経て2006年
から現職。専門は喘息やアトピー性
皮膚炎。
「発作の際は夜中でも救急
外来へ。着くころに治っていること
もありますが、
気がねせず、
きちんと
診てもらっておくと安心です」

9

増えています︒
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女 性 と 子 ど も の、 ク リ ニ ッ ク
やまおか小児科・アレルギー科クリニック
（神戸市東灘区）
院長

取材・文／杉野佐恵子 撮影／肥野稔朗 イラスト／有村 綾

88

があり︑私が喘息の治療を始めた 年ほ

ロイドや抗ロイコトリエンなど優れた薬

抑えて次の発作を予防します︒吸入ステ
切です︒ほかにも︑家族はタバコをやめる︒

金になりやすい風邪を遠ざけることが大

手洗い・うがいを励行して︑発作の引き

を続けていると︑ 大人になってから

ントロールに消極的で︑ひたすらがまん

活できるようにすることです︒薬でのコ

肺機能検査

喘息の結果︑空気の流れに障害が出て

︵慢性閉塞性呼吸障害︶につな

ど前に比べると格段に進歩しています︒

厚手のカーテン︑ぬいぐるみなど︑ダニ・

ばスポーツは発作を誘発することがあり

がることもわかってきています︒たとえ

じゅうたん︑ 布製ソファ︑ クッション︑

いるかどうかを調べます︒幼い子どもに

ホコリがたまりやすいものを増やさない

ますが︑本人がやりたいと望む場合︑禁

にしっかりと個別の事情を伝え︑医師も

など︑さまざまです︒保護者の方は医師

受け付けない子︑特定の薬が飲めない子

うまく吸入できない子︑貼り薬は絶対に

服を決めておく︑触ったらすぐに手を洗

ける︒ペットについては︑触れ合うときの

ーの下に防ダニ機能を備えたカバーもか

吸い取る︒さらに︑ふだん使っているカバ

のはもちろんフンや死骸などもしっかり

Ａフィルターつきの掃除機でダニそのも

トの金メダリスト・清水宏保選手は︑喘

つながります︒実際に︑スピードスケー

までに十分な肺機能を獲得することにも

ポーツを続けることができ︑大人になる

にそれに適した治療を行えば︑快適にス

のではなく︑スポーツをすることを前提

化につながることがあります︒禁止する

きるようになります︒

詳しく聞き取って︑治療を行うことが求

う︑寝室に入れないなど︑最低限のルー

息がありながら治療でコントロールし︑

血液検査

アレルギー体質があるかどうかを調べ

特に重要なのは︑保護者の方に小児喘

ルを決めて確実に守る︒
こういったことに︑

喘息には最もよくないとされる冷たく乾

ない検査などはありますが︑これをすれ

そのほかにも一部の大病院でしかでき

る補助的な検査です︒

ば確実に診断がつくという決定的な検査

息について正しく知っていただき︑治す

できるかぎり取り組んでください︒

められます︒

は残念ながらありません︒複数の検査の

ためにぜひとも必要な治療と理解・納得

治療の大きな目標は︑本人が望む生活
を︑喘息がない子どもと同じレベルで生

さい︒

より健康的な未来の実現をめざしてくだ

もに︑本人が望むどおりの子ども時代と︑

された場合には︑信頼できる主治医とと

早く受診すること︑そして︑喘息と診断

疑わしい症状は見逃さず︑できるだけ

能です︒

がない人と同等の生活を続けることは可

より重症化することを防ぎながら︑喘息

いていることが多いですが︑ それでも︑

方︑特に重症の場合は大人になっても続

るとほとんど症状が出なくなります︒一

す︒軽症なら半分以上は中学生以上にな

いう状態になれば︑寛解したと表現しま

年間全く症状が見られず肺機能も正常と

喘息は︑素因は残っているものの︑

な例は決して少なくありません︒

目で世界の頂点に立ちました︒同じよう

いた空気を吸いながら猛ダッシュする種

結果と︑症状︑本人と家族のアレルギー

ていただくことです︒吸入の仕方などは︑
長く続けているとついいい加減になりが
ちです︒医師は診察の度にちゃんとでき
ているかどうかを確認し︑その点も考慮
に入れて︑以後の治療を考えます︒また︑
歳ごろからは︑本人に向けて話をして︑

親の言うことを聞かない年ごろになる前
に︑自分でできるように仕向けていくの
も医師の務めです︒

薬を続ける以外にも家庭で
できることはあるの？
今はコロナ禍で徹底されていますが︑

3

断を行います︒

どんな治療をするの？

治療には︑

気管支拡張剤

発作時の気道狭窄を抑えて気管支を広
げます︒吸入薬︑飲み薬︑貼り薬があり
ます︒

予防薬

10

﹁軽い喘息かもしれません︒アレルギーと関連が強く︑
抗生物質や咳止めではよくならないのが特徴です﹂

発作がおさまった後も続く気道炎症を

何を目標に︑
いつまでがんばればいいの？

したうえで︑吸入や服薬を根気よく続け

1

3

基本的にはガイドラインに沿って︑重
症度と年齢に合った治療薬を選択し︑

ようにして︑できれば減らしていく︒布

止するとメンタルなストレスとなり︑悪

検査よりさらに難しい︑

思い切り息を吸ってフーッと吐くという
か月くらい続けて様子を見ながら︑薬を

団も週に 回はカバーをはずしてＨＥＰ

とっては呼気
動作が必要で︑ 〜 歳になると実施で
減らしたり︑追加したりします︒ただし︑

C
O
P
D

30

疾患の状態などを総合的に判断して︑診

7

N
O
6
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