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序 ―2019年改訂版発刊にあたり―
吸入ステロイド薬を中心とする抗炎症治療の普及により、小児気管支喘息のコント

ロールは大きく改善したが、依然として治療困難な重症例が残ることが問題となって
いる。これに対して新たな生物学的製剤の開発が続いており、本改訂版では2017年版
には掲載されていなかった新しい薬剤の情報を追加した。今後も治療の進歩にあわせ
た改訂を行っていく予定である。

2019年11月

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017作成にあたって
この度、日本小児アレルギー学会の作成として喘息治療・管理ガイドライン委員会

から、先に発刊されたガイドラインの一部を更新し、さらに新たな内容を加えた『小児
気管支喘息治療・管理ガイドライン2017』（JPGL2017）を上梓することになった。初版
のJPGL2000が発刊されてから 4 回の改訂を経て、時代の要請もあり、Minds＊に準拠
したEBM（evidence-based medicine）の手順に則った初めてのガイドラインとなった。
すなわち、クリニカルクエスチョン（CQ）に対応したエビデンスの評価に基づいて推奨
を提示するとともに、外部評価者による指導や評価を受けて作成された。

近年、喘息死や長期入院患者数が激減したが、これほど短期間に予後が改善した疾
患は他にはないといわれるほど、これまでのガイドラインが果たしてきた貢献は多大
であり、その後に刊行された他のガイドラインの範にもなったのではないかと自負し
ているが、さらなる社会への貢献を目指して作成した。

今回のJPGL2017の編集、発行に向けた作業は、日本小児アレルギー学会の会員の皆
様および理事の深いご理解と支援のもとで開始された。JPGL2017の改訂作業にあたり
委員会委員の意欲と熱意は強く、特に、若手から中堅医師で構成された執筆協力者、
システマティックレビューチームの果たした役割はきわめて重要であった。委員各位
のこうした熱意と献身的な労力に対し、あらためて心からの感謝と敬意を表したい。

JPGL2012発刊以降に、喘息治療の中心的な役割を果たしている吸入ステロイド薬に
おいて、乳幼児期の長期使用による成人期への成長抑制の問題が提起された。また、
長時間作用性吸入β2刺激薬の単独使用における問題点も指摘されている。このように、
医療安全の面が特に強調されるようになった現在、漫然と薬物療法を実施することに
対しては、あらためて警鐘が鳴らされている。

これらに関して、JPGL2017では、CQを立ててエビデンスを収集・評価して、現時
点での最善の治療を推奨することができた。しかし、喘息の予防、難治喘息の治療・
管理、免疫療法など新たな課題はまだまだ山積している。本書が、これらの新たな課
題の解決への糸口となるとともに、今後も一層充実して継続発刊できることを願い、
本ガイドラインの序文とする。

2017年11月
日本小児アレルギー学会喘息治療・管理ガイドライン委員会委員長

荒川浩一
日本小児アレルギー学会理事長

藤澤隆夫

＊：公益財団法人日本医療機能評価機構EBM医療情報部による診療ガイドライン作成方法
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「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017《2019年改訂版》」の利益相反
　一般社団法人日本小児アレルギー学会が策定した「利益相反（COI）指針」に基づき、本学会
は「利益相反委員会」を設置し、指針の運用に関する細則を定め、学会員の利益相反（conflict 
of interest, COI）の状況を公正に管理している。
　このたび、『小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017《2019年改訂版》』を作成するにあ
たり、ガイドライン統括委員、作成委員および執筆協力者、システマティックレビューチー
ムはアレルギー疾患の診断・治療に関係する企業・組織または団体との経済的関係に基づき、
利益相反の状況について自己申告を行った。以下にその申告項目と申告された該当の企業・
団体名を報告する。
　一般社団法人日本小児アレルギー学会は、産業界などからの資金で実施される臨床研究の
公正性、透明性を保ちつつ、今後も、アレルギー学の進歩、普及、啓発を図り、もってわが
国の学術、教育、アレルギー疾患の管理・予防に寄与していく所存である。

2019年12月
一般社団法人日本小児アレルギー学会

 

申告項目：以下の項目についてガイドライン統括委員、作成委員および執筆協力者、システ
マティックレビューチームが、アレルギー疾患の診断・治療に関係する企業・組織または団
体から何らかの報酬を得たかを申告した。申告は有か無の回答で、有の場合は、 該当の企業・
団体名を明記した。なお、 1 、 2 、 3 の項目については申告者の配偶者、 1 親等内 の親族、
または収入・財産を共有する者の申告も含む。対象期間は2017年版発行時から2019年発行時
とした。
1 ．役員報酬額、2 ．株式の利益、3 ．特許使用料、4 ．講演料、5 ．原稿料、6 ．研究費・
助成金 など、 7 ．奨学（奨励）寄付など、 8 ．企業などが提供する寄付講座、 9 ．旅費、贈答
品などの受領

該当企業・団体：報酬を得ていると申告された企業・団体は次の通り（五十音順）。
アステラス製薬株式会社、杏林製薬株式会社、グラクソ・スミスクライン株式会社、鳥居薬
品株式会社、ノバルティスファーマ株式会社、ファイザー株式会社、ピアス株式会社、マイ
ランEPD合同会社、マルホ株式会社、株式会社ヤクルト本社、DBV Technologies、MSD株
式会社
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第 章 ＪＰＧＬ２０１７の作成方法・ＣＱ1
日本小児アレルギー学会は、小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2012（JPGL2012）

を改訂して、今回、JPGL2017を公表した。JPGL2017では、JPGL2012の作成方針に加え
て、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療情報サービス事業Mindsの「診療ガイドライ
ン作成の手引き2014」に沿って作成することを基本方針とした。第 1 章では、JPGL2017の
作成方法について紹介する。

1．JPGL2017の目的

近年、わが国の小児気管支喘息（以下、喘息）の入院数や喘息死は著減している。その理
由としては、小児や乳幼児に対応した抗炎症薬であるロイコトリエン受容体拮抗薬（LTRA）
や吸入ステロイド薬（ICS）の普及、また、ICSを有効に使用するためのデバイスの開発や普
及に加えて、抗炎症治療を基本とする標準的な治療や管理方法を提唱したJPGLの普及も
大きく貢献したと推測される。しかしながら、わが国の喘息有症率は2012年の西日本調査
では学童で約 5 ％と多く、喘息児ならびにその保護者の生活の質（QOL）は十分に満足すべ
きものではない。したがって、JPGL2017の主たる目的は、喘息の治療・管理によって、
入院数や喘息死のさらなる減少を図るとともに、喘息児のQOLを改善するための標準的な
治療法を提示することである。

2．本ガイドラインの基本姿勢

①患者を中心とした医療を目指すための診療ガイドラインであり、喘息治療・管理を必要
とする患児が、安心して治療を受けられることを目標とした。

②医療行為として重要な課題については、エビデンスの質やレベルを示し、推奨とその強
さは、GRADEシステム（表1-1）1）またはMinds（2014）（表1-2）2）により決定した。

③臨床的に長年実績のある方法、理論的根拠のある方法、喘息治療に際して必ず実施しな
ければならない医療行為については専門家の意見を参考にした。

④JPGL2017は担当医の処方裁量権を拘束するものではなく、医事紛争や医療訴訟におけ
る判断基準を示すものではない。患者の背景や合併病態により個別に治療方針は決めら
れるが、担当医がJPGL2017とは異なる治療方針をとる場合には、患者への十分な説明
とカルテにその理由を記載することにも留意すべきである。

小児喘息は、小児の幅広い年齢層に認められる疾患であり、有症率も前述したように約
5 ％と高い。また、喘息死に関しても激減しているものの、依然として年間 5 〜 7 人が存
在する。これらに鑑み、喘息治療・管理における環境整備ならびに薬物療法の最新の情報
を提供することは、喘息児およびその保護者にとって朗報となる。このガイドラインが彼
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らの要望に応え、普及していくことを期待する。
本ガイドラインにおける喘息の治療・管理の基本的な考え方は、これまでのJPGLを踏

襲している。
・治療・管理を開始する前に他の疾患を除外し、喘息を適切に診断する。
・それと同時に、治療前の臨床症状に基づいて重症度の判定を行う。
・治療・管理にあたっては、アレルゲンおよび増悪因子を排除する環境調整、薬物によ

る抗炎症治療、それらを支える教育・啓発が特に重要である。
・治療開始時点での重症度の判定は治療の根幹をなすが、治療開始後はコントロール状

態を継続的に評価し、薬剤の過剰投与が生じないように留意しながら良好なコント
ロール状態を維持してQOLの改善を図り、呼吸機能の正常化を目指す。

・良好なコントロールを維持するためには、患児および家族が薬物療法や環境整備の意
義や方法などを理解し、治療に対する意欲を維持できるように教育・啓発に努めると
ともに多方面から十分な支援を行う必要がある。

喘息の病態は、慢性の気道炎症と気道過敏性であると考えられており、抗炎症薬を中心と
した薬物療法が治療戦略の中心となっている。JPGL2017もそれを基本戦略として作成され
ている。しかし、小児喘息の病態解明は完全ではなく、発症機序も十分には解明されておら
ず、また、予防、診断、治療のいずれについても不完全である。したがって、JPGL2017も
現時点でのエビデンスおよび専門家の意見に基づいた治療管理方針の標準的指針を示した
に過ぎない。

今後、JPGLは新たなエビデンスを反映させ、学術の進歩・発展、社会の要請に対応し、
その内容に検討を加えて、 3 〜 5 年ごとにより良いものに更新させなければならない。

3．JPGL作成と改訂の経緯

すべての患者にエビデンスに基づいた標準的な治療を提供すべきであるという考え方は、

表1-1　推奨の強さ（GRADEシステム/Minds 2014）

推奨の強さ

行うことを強く推奨
する

行うことを弱く推奨
する（提案する）

行わないことを弱く
推奨する（提案する）

行わないことを強く
推奨する

1 2 3 4

表1-2　エビデンス総体の質（GRADE/Minds 2014）

エビデンスの質

効果の推定値に強く確
信がある

効果の推定値に中程度
の確信がある

効果の推定値に対する
確信は限定的である

効果の推定値がほとん
ど確信できない

A（強） B（中） C（弱） D（とても弱い）
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慢性疾患の治療・管理を行う上で基本的な考え方となっている。わが国における喘息に対
する最初のガイドラインは、1993年に発刊された『気管支喘息治療・管理ガイドライン』で
ある。これは主に成人喘息を対象にしたガイドラインであり、その一部に小児喘息の治療・
管理法が提示されたのみであった。2000年になり、小児の特性に鑑みて、小児専用のガイ
ドラインであるJPGL2000が発刊された。使用する医師からの要望および新たな知見の追
加や治療薬の開発、かつ治療に対する考え方も変化しているとの考えに伴い、2002年、
2005年、2008年、2012年に改訂を加えてきた（過去の作成委員会一覧はWebを参照）。

JPGLの特徴は、乳児から15歳までを、 2 歳未満、 2 〜 5 歳、 6 〜15歳までの 3 群に分
類した点である。特に、 2 歳未満（乳児喘息）を重視してJPGL2002から新たに章を設けた。
喘息の重症度については、JPGL2002より完全なコントロールを目指す方向から軽症例に
対しても抗炎症作用を有する薬剤による早期介入を推奨するという治療方針のため、成人
や海外のガイドラインとは 1 段階違った重症度の基準を用いている。また、臨床症状をも
とに判断する「見かけ上の重症度」と、その時点での治療を加味して判断する「真の重症度」
に区別して、判断が容易になるように工夫がなされた。さらに、JPGL2012より重症度を
明確に診断した上で、治療開始後は患児の喘息コントロール状況を判断しながら治療ステッ
プを上下することにして、現場でより使いやすいガイドラインとなることを目指した。
JPGL2000を発刊して以来、わが国の小児喘息死亡率、長期入院療法を要する患者数、喘
息の急性増悪（発作）による入院や予定外受診は著減した。これには、JPGLの普及も大き
い役割を果たしたと考えられる。

JPGLは進歩させるものであるとの考えのもとに、2014年 4 月に新たなガイドライン委員
会を組織し、2016年秋の発刊を目標に改訂作業を開始した。ところが、2015年 1 月に開催
されたガイドライン委員会での議論で、既存のJPGLは厳密には専門家のコンセンサスレベ
ルであり、より質の高いガイドラインを発刊していくために、日本小児アレルギー学会とし
ても科学的な方法論に基づいたガイドライン作成について再考する時期に来ているとの意
見が出た。その結果、この度の改訂では、GRADEシステムやMindsに示されるガイドライ
ン作成方法に準拠することが決まり、新たな手法に向けての準備期間が必要であるため、
JPGLを2017年秋に出版することとなった。

新たにガイドライン作成委員に加わった患者会の代表者から、JPGL作成開始時に、全国
のどこでも喘息の標準的な医療を受けることができて、喘息で苦しむ患児と保護者のQOL
改善につなげてほしいという強い要望をいただき、それを目指してJPGLの改訂作業に着手
した。また、作成の最終段階で日本小児アレルギー学会の評議員を含めたパブリックコメン
トを求めて修正や補足を加えた。

4．利用者

喘息は、小児の慢性呼吸器疾患のうち最も頻度の高い疾患の 1 つであり、そのために、
専門医のみで診療することは難しく、実際には多くの実地医家の先生方によって診断・治
療・管理がなされている。また、小児喘息はその多くが寛解・治癒せずに成人に移行する
疾患でもある。そのような現状を踏まえて、JPGL2017は実地医家向けに作成されており、
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主たる利用対象は実地医家である。また、医師とともに診療に携わる看護師などのチーム医
療関係者もJPGL2017の利用対象となる。

5．作成委員会構成

JPGLは、日本小児アレルギー学会の公式ガイドラインである。今回のJPGL2017より
Mindsが提唱している診療ガイドライン担当組織構成（三層構造）を取り入れ、学会全体で責
任をもって作成するとの方針のもとで、学会理事がガイドライン統括委員会（表1-3）を形成
し、その委員長には日本小児アレルギー学会理事長が就任した。ガイドライン作成グルー
プ（表1-4）には、ガイドライン統括委員の一部が兼任し（13人）、その委員が推薦した若手協
力者（16人）（表1-5）を加えて執筆委員を構成した。ガイドライン作成グループの外部委員と
して日本小児呼吸器学会、日本外来小児科学会、日本アレルギー学会、日本小児臨床アレ
ルギー学会、患者団体から 1 人ずつが参加した。また、JPGL2000からJPGL作成に深く関
わってきた日本小児アレルギー学会の経験者を顧問とした（表1-4）。システマティックレ
ビュー（SR）チームは、公募を経て24人が選考された（表1-6）。

さらに、Mindsおよびコクランジャパンから 3 人の先生に評価委員あるいは講師として加
わっていただいた（敬称略）。

・中山　健夫（京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻健康情報部教授）
・森　臨太郎（国立成育医療研究センター政策科学研究部部長・臨床疫学部部長）
・大田えりか（国立成育医療研究センター政策開発研究室長・EBM推進室長）

表1-3　ガイドライン統括委員会 （委員：五十音順）

統括委員長 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院、日本小児アレルギー学会理事長
委員 飯野　　晃 なすのがはらクリニック

足立　雄一 富山大学医学部小児科
荒川　浩一 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野
池田　政憲 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児急性疾患学講座
伊藤　節子 同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科
海老澤元宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部
尾内　一信 川崎医科大学小児科学講座
大嶋　勇成 福井大学医学系部門医学領域小児科学
岡田　賢司 福岡歯科大学総合医学講座小児科学分野
勝沼　俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科
亀田　　誠 大阪はびきの医療センター小児科
是松　聖悟 中津市立中津市民病院
斎藤　博久 国立成育医療研究センター研究所
下条　直樹 千葉大学大学院医学研究院小児病態学
末廣　　豊 園田学園女子大学人間健康学部
高橋　　豊 KKR札幌医療センター小児・アレルギーリウマチセンター
南部　光彦 なんぶ小児科アレルギー科
三浦　克志 宮城県立こども病院総合診療科／アレルギー科
望月　博之 東海大学医学部専門診療学系小児科学
山口　公一 東海大学医学部付属八王子病院小児科
吉原　重美 獨協医科大学医学部小児科学



6

表1-4　ガイドライン作成委員会 （委員・外部委員：五十音順）

委員長 荒川　浩一 日本小児アレルギー学会 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野

副委員長 足立　雄一 日本小児アレルギー学会 富山大学医学部小児科

副委員長 海老澤元宏 日本小児アレルギー学会 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 
アレルギー性疾患研究部

委員 飯野　　晃 日本小児アレルギー学会 なすのがはらクリニック
井上　壽茂 日本小児アレルギー学会 住友病院小児科

大矢　幸弘 日本小児アレルギー学会 国立成育医療研究センター生体防御系内科部
アレルギー科

亀田　　誠 日本小児アレルギー学会 大阪はびきの医療センター小児科
栗原　和幸 日本小児アレルギー学会 東苗穂病院アレルギー科
下条　直樹 日本小児アレルギー学会 千葉大学大学院医学研究院小児病態学
末廣　　豊 日本小児アレルギー学会 園田学園女子大学人間健康学部
藤澤　隆夫 日本小児アレルギー学会 国立病院機構三重病院
望月　博之 日本小児アレルギー学会 東海大学医学部専門診療学系小児科学
吉原　重美 日本小児アレルギー学会 獨協医科大学医学部小児科学

外部委員 岩永　賢司 日本アレルギー学会（内科医） 近畿大学医学部内科学教室呼吸器・アレル
ギー内科部門

黒木　春郎 日本外来小児科学会 外房こどもクリニック
園部まり子 患者会（患者の母親） NPO法人アレルギーを考える母の会
高瀬　眞人 日本小児呼吸器学会（小児呼吸器科医） 日本医科大学多摩永山病院小児科

益子　育代 日本小児臨床アレルギー学会
看護師（小児アレルギーエデュケーター） なすのがはらクリニック

顧問 西間　三馨 日本小児アレルギー学会元理事長 国立病院機構福岡病院

表1-5　ガイドライン執筆協力者

氏名 所属 担当章

平井　康太 東海大学医学部付属八王子病院小児科 第 2 章
吉田　幸一 東京都立小児総合医療センターアレルギー科 第 3 章
井上祐三朗 千葉県こども病院アレルギー・膠原病科 第 4 章
長尾みづほ 国立病院機構三重病院臨床研究部／アレルギー科 第 5 章
宮地裕美子 国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科 第 6 章
飯尾　美沙 関東学院大学看護学部小児看護学 第 6 章
伊藤　靖典 厚生労働省健康局がん・疾病対策課 第 7 章
滝沢　琢己 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 第 7 章
二村　昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科 第 8 章
手塚純一郎 福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科 第 8 章
福田　啓伸 なすこどもクリニック/獨協医科大学医学部小児科学 第 9 章
吉田　之範 大阪はびきの医療センター小児科 第10章
西本　　創 さいたま市民医療センター小児科 第11章
福家　辰樹 国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科 第12章
佐藤さくら 国立病院機構相模原病院臨床研究センター病態総合研究部病因・病態研究室 第13章
山田　佳之 群馬県立小児医療センターアレルギー感染免疫・呼吸器科 第14章
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ガイドライン作成に関与していない 3 人の外部評価委員に、ガイドライン最終案作成後
にAGREE IIに沿った評価を依頼した。

6．本書の構成

JPGLは治療の一部においてMinds診療ガイドライン作成に準拠した。具体的には、「長
期管理」（第 7 章）および「急性増悪（発作）」（第 8 章）において、最適な治療方法として何を選
択すべきかなど重要な臨床課題を重点的に取り上げ、ガイドライン作成委員会でClinical 
Question（CQ）を設定した。SRチームが設定されたCQについて論文を検索してエビデンス
レベルを評価し、ガイドライン作成委員会がその内容を検討した。特に、最近のトピック
スであるICSの成長に対する影響、話題として取り上げられている治療法の有用性や、複
数の治療法があることで患者アウトカムに格差が生じたかどうかなどが検討された。その
結果は本章末にClinical Question（CQ）と推奨文、その解説の形式でまとめた。

表1-6　システマティックレビュー（SR）チーム

SRリーダー 二村　昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科

副リーダー 岡藤　郁夫 神戸市立医療センター中央市民病院小児科

副リーダー 山本貴和子 国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科

SR委員 佐々木真利 千葉大学予防医学センター CQ1
田中　裕也 兵庫県立こども病院アレルギー科 CQ1
中島　陽一 藤田医科大学医学部小児科学 CQ1
磯崎　　淳 横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター小児科 CQ2
稲毛　英介 順天堂大学医学部小児科 CQ2
八木　久子 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 CQ2
真部　哲治 まなべ小児科クリニック CQ3
村井　宏生 福井大学医学部病態制御医学講座小児科学 CQ3
髙岡　有理 大阪はびきの医療センター小児科 CQ3
赤司　賢一 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 CQ4, CQ7
前田　麻由 昭和大学医学部小児科学講座 CQ4, CQ7
川本　典生 岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 CQ4, CQ7
三浦　太郎 東京医科大学八王子医療センター小児科 CQ5
平口　雪子 大阪府済生会中津病院小児科／免疫・アレルギーセンター CQ5
杉山　　剛 一宮西病院小児科 CQ5
杉本　真弓 徳島大学大学院医歯薬学研究部小児科学 CQ6
鈴木　修一 国立病院機構下志津病院小児科／アレルギー科 CQ6
夏目　　統 浜松医科大学小児科学講座 CQ6
北沢　　博 東北医科薬科大学医学部小児科 CQ8
山出　晶子 千葉県こども病院アレルギー・膠原病科 CQ8
和田　拓也 糸魚川総合病院小児科 CQ8



8

その他の章においては、CQは設定せずにこれまでのJPGLと同様に、教科書的な記述方
法とし、喘息全般の最新の知見を確認できるようにした。各章の担当委員は、エビデンス
レベルを検討して高いと判断した報告をもとに作成した。また、エビデンスレベルの高い
報告が少ない項目については、従来通りに、専門家の経験と意見に基づいて記述せざるを
得なかった箇所も存在する。

7．作成方針

JPGL2017は、利益相反（COI）に配慮した透明性の高い診療ガイドラインとすることを基
本方針とした。診療ガイドラインの透明性・公平性を担保するために、過去の診療ガイド
ラインの作業方法を踏襲して、各委員にはボランティアとしての作業を依頼し、会議のた
めに必要不可欠な経費のみは日本小児アレルギー学会が負担し、製薬企業、その他の団体
からの資金は一切受けないことを確認した。

ガイドライン作成委員（外部委員を除く）および協力者は、日本アレルギー学会および関
連学会の「臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針」に基づいて作成された日本小児ア
レルギー学会のCOI申請方針に沿って、喘息および関連疾患に関与する企業との間の経済
的関係につき、下記の基準に沿って書類を作成して、学会事務局に申告することを義務づ
けた。

①作成委員またはその 1 親等以内の親族が個人として何らかの報酬を得た企業・団体役
員報酬など（100万円以上）、株式（100万円以上または当該株式の 5 ％以上保有）、特許
使用料（100万円以上）、講演料・原稿料（50万円以上）、研究費・助成金など（500万円
以上）、旅費・贈答品など（ 5 万円以上）

②作成委員の所属部門と何らかの産学連携活動を行っている企業・団体。奨学（奨励）寄
付など（100万円以上）、企業などが提供する寄付講座への所属

日本小児アレルギー学会COI委員会にて全員の申請内容を審査した。

8．クリニカルクエスチョン（CQ）の一覧

今回の改訂が、Mindsの「診療ガイドライン作成の手引き2014」に準拠する初めてのJPGL
となるため、Clinical Question（CQ）は「長期管理」（第 7 章）と「急性増悪（発作）」（第 8 章）で
合計 8 個とした3）。
【長期管理】
CQ1：小児喘息患者の長期管理において吸入ステロイド薬（ICS）の長期使用と成長抑制
との関連はあるか？
CQ2：小児喘息患者において吸入ステロイド薬（ICS）で長期管理中のステップアップす
る際はICSの増量とICSに長時間作用性吸入β2刺激薬（LABA）を追加する方法（ICS/
LABA）のどちらが有用か？
CQ3：小児喘息患者において吸入ステロイド薬（ICS）で長期管理中の追加治療としてロ
イコトリエン受容体拮抗薬（LTRA）は有用か？
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CQ4：小児喘息患者の長期管理において有症状時にのみ吸入ステロイド薬（ICS）を吸入
（間欠吸入）することは有用か？
CQ5：小児喘息患者の長期管理においてロイコトリエン受容体拮抗薬（LTRA）と吸入ス
テロイド薬（ICS）のどちらが有用か？

【急性増悪（発作）】
CQ6：小児喘息患者において急性増悪（発作）時に短時間作用性吸入β2刺激薬（SABA）を
反復吸入する場合は、スペーサーを用いた加圧噴霧式定量吸入器（pMDI）による吸入と吸
入液の電動ネブライザーによる吸入とどちらが有用か？
CQ7：小児喘息患者の急性増悪（発作）時に吸入ステロイド薬（ICS）の増量は有用か？
CQ8：小児喘息患者の急性増悪（発作）時の全身性ステロイド薬投与は症状改善後の増悪
予防に有用か？

9．システマティックレビュー（SR）の方法

SRはMindsの「診療ガイドライン作成マニュアル」に沿って行った．

Ⅰ．エビデンスの収集
各CQの回答を導くために、Cochrane Database of Systematic Reviews（以下、コクランレ

ビュー）に収載されている既存のSRを参照した。
参照した論文の検索日以降に報告された無作為化比較対照試験（randomized controlled 

trial, RCT）も抽出するため、同じ検索式を用いて、MEDLINE、Embase、CENTRALのデー
タベースから2016年 5 月11日に検索した。コクランレビュー以外にもCQに関連すると考
えられたSRの論文で対象としていたRCTも抽出した。

また医学中央雑誌については、検索式「（（小児/TH or 小児/AL） and （喘息/TH or 気管
支喘息/AL）） and （PT=原著論文 RD=ランダム化比較試験）」を用いて、2016年 5 月25日に
検索を行った。

Ⅱ．スクリーニング
コクランレビューのSRに採用されているRCTのうち、小児（20歳未満）を対象の中心とし

ているもののみを抽出した。また、データベースから収集された論文から、目的に合致す
るものをSRチームの 3 人がそれぞれ独立して抽出し、結果を照合した。なお、本SRで対
象とした論文は、①RCT、②対象年齢が20歳未満の小児、③英語または日本語による記載
のすべてを満たすものとした。

Ⅲ．RCTからの情報抽出と個々の評価
得られたRCTから、対象者、介入内容、比較対照、評価項目、結果を含めた情報を抽出

した。また、わが国における小児喘息診療への適応を前提としたバイアスリスクをそれぞ
れのRCTで評価した。
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Ⅳ．エビデンス総体の評価
対象となったRCTは、内容を質的に統合する定性的SRによってエビデンス総体を評価し

た。また、コクランレビュー以降に報告されたRCTが存在し、評価指標が他のRCTと統合
可能な場合には、メタ解析による定量的なSRを行うこととした。

Ⅴ．SRレポートの作成
SRにて得られた結果は、SR報告書にまとめてガイドライン作成委員会に提出した。

10．エビデンスレベルと推奨グレードの設定方法

各SR作成チームが、CQに対する推奨の強さを決定するための評価項目として、各CQに
対して収集し得たすべての研究報告をアウトカムごとに評価し、エビデンス総体を作成し
た。評価に際して、研究報告の一貫性、利益と害の大きさ、わが国の喘息医療への適応に
ついて考慮した。それを、アウトカム横断的に統合し、全体会議における承認を経てエビ
デンス総体の総括として最終決定した（表1-2）。なお、各CQで実施したSRの詳細について
は日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告に別途報告した（14ページ以降のCQ参
考文献参照）。

推奨の強さは、GRADEシステムに従い、エビデンス総体の総括を参考にして、外部委員
を含めたガイドライン作成委員会の無記名投票により、次のように推奨が決定された（表
1-7）。投票前に医療費を含めた保険診療上の実行可能性、患者への利益と害などについて
ガイドライン作成委員会で意見交換した。ただし、推奨がどうしても決定できないときは

「明確な推奨ができない」とした。

表1-7　Clinical Questionにおける推奨基準（JPGL2017ガイドライン委員会で決定）

・ 1 つの推奨または提案の選択肢に 8 割を超える投票があった場合は、その選択肢の推奨または
提案を採用する。

・ 1 つの推奨または提案の選択肢に 6 割を超える投票があり、かつその介入や方針に強く反対す
る推奨が 2 割を下回った場合は、その選択肢の推奨または提案を採用する。

・同一の介入や方針への推奨および提案で合わせて 7 割を超え、かつ強く反対する推奨が 2 割を
下回った場合は、その介入や方針を提案する。

・上記のいずれにも当てはまらない場合は、再度協議の上で推奨度を決定する。

11．JPGL2012からの変更点

1）	主な変更点
①章を統合、整理し、配置を工夫した。具体的には、患者教育を重視し第 6 章に繰り上げて、

喘息治療・管理において重要な吸入指導と統合した。また、喘息治療・管理において長
期管理の重要性をより明確にするために急性増悪（発作）の章より前に移動した。喘息死
は非常に重要な問題ではあるが、著明に減少したことを踏まえ、喘息死の章を設けずに
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疫学の章と思春期・青年期喘息の章に配置した。また、学校保健、予防接種、外科手術
時の配慮と運動誘発喘息と運動療法、災害時のこどものアレルギー疾患対応については、
日常管理として 1 つの章にまとめた。JPGL2012補遺 1「重症心身障がい児（者）の喘息診
療における注意点」は第 2 章に含めた。その結果、JPGL2012では全17章であった章立て
を全14章とした。

②重要かつ必要と思われる図表は書籍に掲載し、補足的な図表あるいはダウンロードして
実臨床で使用可能な図表に関しては、本文中などに（web◎）と記載し、日本小児アレル
ギー学会ホームページに掲載することにした。①と②を合わせて、本ガイドラインがよ
りコンパクトになるようにした。

③これまでJPGLでは、咳嗽、喘鳴、呼吸困難などの喘息症状を急性発作と呼称していた。
しかし、喘息の本態が気道の慢性炎症を伴う慢性疾患であることを念頭に、一時的な急
性悪化と捉えて「急性増悪（発作）」と表現することにした。それを意識し、重症度の評価
や治療・管理と患者指導を行う。

④乳幼児期の喘息は学童期以降の喘息と比べて、病態、薬物動態、治療において特殊性が
あり、さらに早期介入により予後を改善できる可能性がある。JPGL2012までは、 2 歳
未満を乳児喘息として定義したが、病態、フェノタイプの違い、治療反応性、予後など
に関して、 2 歳未満と 2 歳から 5 歳までとの差異を示すエビデンスがほとんど存在しな
いため、JPGL2017では 5 歳以下を一括りにして「乳幼児喘息」とした。また、乳幼児期
の喘鳴性疾患に対するICSの過剰投与が問題となっているため、第 9 章では乳幼児喘息
をIgE関連喘息と非IgE関連喘息に分類し、後者では「診断的治療」を記載して、より厳密
に診断することにした。さらに、鑑別診断や病型について詳細に解説し、より適切な
ICSの使用を促すことにした。

⑤治療に関して、長期管理や急性増悪（発作）への対応は、年齢を問わずに、それぞれ第 7
章と第 8 章を読むだけで全体像が把握できるようにした。

⑥長期管理に関しては、 2 歳未満と 2 〜 5 歳の表を合体させてよりシンプルにした。ICS
の成長に及ぼす影響が報告されたため、CQを設定して解説し、リスクとベネフィットを
鑑み、より適切な投与を心がけることを推奨した。

⑦これまでJPGLでは追加治療薬に経口薬もしくは貼付薬のLABAを記載していた。しか
し、長期使用における安全性を含めたエビデンスに乏しく、漫然とその使用を続けるの
は望ましくないとの考えから、これらの薬剤を原則として基本治療や追加治療からは外
した。その上で、コントロール状態が悪化した際に症状が安定するまで短期的に使用す
ることを目的とした「短期追加治療」という概念に位置付けた。ICSとLABAの配合剤で
あるSFCについては 5 歳以下の表からは外し、 6 歳以上では治療ステップ 3 の基本治療
において中用量ICSと低用量SFCのいずれかを使用することとした。抗IgE抗体製剤であ
るオマリズマブを治療ステップ 4 の追加治療に加えた。一方、抗IL-5抗体製剤であるメ
ポリズマブは、保険適用となって日が浅いため付記として記載した。また、生物学的製
剤を必要とする症例は2015年から「小児慢性特定疾病医療費助成」の対象となることを示
した。

⑧急性増悪（発作）では、発作強度と治療との関連をより簡便に捉えられるように発作強度
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の表を作成した。JPGL2012までは、 2 歳未満の増悪の治療を乳児喘息の章に記載して
いたが、明らかな差異がないことに鑑みて 2 歳未満と 2 歳以上に分けずに一律にして第
8 章に記載した。また、急性増悪（発作）時のβ2刺激薬吸入について、サルブタモールま
たはプロカテロール吸入液の量を乳幼児は0.3mLとした。これまでわが国では、吸入液
の量を乳幼児では0.1〜0.3mLとしていたが、その有効性を示す報告がなく、吸入効率を
考慮すると過小投与であった可能性も考慮した。

⑨思春期・青年期喘息の章においては、日本小児科学会でも議論が盛んになっている移行
期医療の考え方について詳述した（第10章）。

2）	小さな変更点
・喘息の病態生理に気流制限の項を設けた。診断および診断法を明確に記載して、診断の

フローチャートをわかりやすく図示した。咳喘息を取り上げ、抗喘息薬が漫然と投与さ
れている症例に対して、より慎重に鑑別診断を行うように警鐘を鳴らした（第 2 章）。

・喘息入院患者数の経年的変化の成績を加えた（第 3 章）。
・海外の喘息ガイドライン（GINA、BTS、EPR3）における喘息の予防指針を掲載した（第

4 章）。
・喘息の病態に対応した評価方法、喘息の診断・モニタリングのための検査と主な判定基

準の図を掲載した。また、Th2マーカー検査を追加した。新しい検査法として、強制オ
シレーション法、肺音、EDN（eosinophil derived neurotoxin）を紹介した（第 5 章）。

・吸入指導においては、医師以外の医療スタッフに伝授しやすいように、患者教育の一環
として具体的な指導法を記載した（第 6 章）。

・薬物療法による長期管理を漫然と実施するのではなく、コントロール状態に基づいた長
期管理のサイクルを示し、評価・調整・治療のサイクルを基本として行うことを明確に
示した（第 7 章）。

・小児喘息の長期管理に用いられる薬剤としてLTRAを独立させ、それ以外の抗アレルギー
薬と差別化した。また、それぞれの薬剤については、効果と安全性を分けて、読みやす
くなるように配慮した（第 7 章）。

・喘息コントロール状態の評価法に加えて、喘息の増悪を予測する因子を表に示し、さら
にJPACやACTなどの質問票の具体的な基準を明示した（第 7 章）。

・急性増悪（発作）時の家庭での対応（家族への伝え方）や医療機関での対応について、図を
改変して見やすくした。急性増悪（発作）時の動脈血ガス分析所見、喘息発作強度とSpO2

の図表を急性増悪（発作）の章に移して、増悪時の換気状態を正確に把握することを推奨
した（第 8 章）。また、発作強度が比較的軽度と考えられる場合には静脈血液ガス分析を
スクリーニングとして行うこと、ただ、高値を示した場合には動脈血液ガス分析で確認
するとした（第 8 章）。

・乳幼児喘鳴性疾患の病型分類について詳細な表を提示し、現時点での考え方を整理した
（第 9 章）。また、乳幼児喘息の診断や鑑別診断を中心に記載し、鑑別が不十分なまま漫
然と治療を継続することがないように警鐘を鳴らした（第 9 章）。

・思春期・青年期喘息の病態的特徴および問題点を整理して、わかりやすく図示した（第10
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章）。
・呼吸器関連合併症では、喘息の難治化にも関連するといわれているアレルギー性鼻炎や

副鼻腔炎の診断および治療について、より詳細に記載した（第11章）。
・アスリート喘息の項目を立てて、日本アンチ・ドーピング機構における禁止薬と除外措

置について最新の情報を追加した（第12章）。
・主な抗喘息薬の薬剤情報に関して、禁忌・副作用を別項目にしてわかりやすくした（第14

章）。また、生物学的製剤を追加した（第14章）。

12．今後の課題

1）	本ガイドラインの広報
日本小児アレルギー学会HPへの一部公開、ダイジェスト版、英語版作成に加えて、患者

向けのガイドラインも新たに作成することにしている。

2）	本ガイドラインの普及・遵守状況の評価
本ガイドラインが実際の臨床現場でどのように利用されているか、日本小児アレルギー

学会ガイドライン評価委員会において、アンケート調査などを用いて評価を行う。

3）	改訂の予定
前述のアンケート調査結果や臨床現場からの本ガイドラインへの意見をもとに、また新

たに確立されたエビデンスを取り込み、 3 〜 5 年後には改訂を行う予定である。

13．謝辞

本務の時間外にボランティアでこのガイドライン改訂作業に多くの労力と時間を割いて
いただいたガイドライン作成委員、協力者およびSRチームの方々には心から謝意を表しま
す。また、日本小児アレルギー学会事務局の村山氏、山本氏には煩雑な事務処理に多大な
ご助力をいただいたことを深謝いたします。

改訂したJPGL2017が小児喘息死亡ゼロ、すべての患児の治癒を目指す道程のツールと
して役立つことがあれば幸いです。
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  2） 小島原典子, 中山健夫, 森實敏夫, 他. Minds診療ガイドライン作成マニュアルVer.2.0（http://minds4.

jcqhc.or.jp/minds/guideline/manual.html）
  3） 二村昌樹, 岡藤郁夫, 山本貴和子, 他. 診療ガイドラインにおけるシステマティックレビューの方法. 日

小ア誌. 2017；31：89-95.
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推奨度 エビデンス
レベル

CQ
1

小児喘息患者の長期管理において吸入ステロイド薬（ICS）の長期使用と成長抑制との関
連はあるか？

ICSの長期使用は成長抑制と関連する可能性があるため、適切な投与を
心がけることを推奨する。 1 B

CQ
2

小児喘息患者において吸入ステロイド薬（ICS）で長期管理中にステップアップする際はICSの増量
とICSに長時間作用性吸入β2刺激薬（LABA）を追加する方法（ICS/LABA）のどちらが有用か？

ICSで長期管理中の小児喘息患者のステップアップとしてはICS増量と
ICSへのLABA追加（ICS/LABA）の有用性に明らかな差はなく、いずれ
も提案される。

2 B

CQ
3

小児喘息患者において吸入ステロイド薬（ICS）で長期管理中の追加治療としてロイコト
リエン受容体拮抗薬（LTRA）は有用か？

ICSで長期管理中の小児喘息患者においてLTRAの追加治療は提案さ
れる。 2 C

CQ
4

小児喘息患者の長期管理において有症状時にのみ吸入ステロイド薬（ICS）を吸入（間欠吸
入）することは有用か？

現時点ではICSの間欠吸入を標準治療としないことを提案する。 3 C

CQ
5

小児喘息患者の長期管理においてロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)と吸入ステロイド
薬（ICS）のどちらが有用か？

中等症持続型以上の基本治療では、ICSを用いることを提案する。 2 B

CQ
6

小児喘息患者において急性増悪（発作）時に短時間作用性吸入β2刺激薬（SABA）を反復吸
入する場合は、スペーサーを用いた加圧噴霧式定量吸入器（pMDI）による吸入と吸入液の
電動ネブライザーによる吸入とどちらが有用か？

SABAの吸入方法として、スペーサーを用いたpMDIによる吸入と吸入
液の電動ネブライザーによる吸入のいずれも提案される。 2 C

CQ
7

小児喘息患者の急性増悪（発作）時に吸入ステロイド薬（ICS）の増量は有用か？

急性増悪（発作）時にICSを増量しないことを提案する。 3 B

CQ
8

小児喘息患者の急性増悪（発作）時の全身性ステロイド薬投与は症状改善後の増悪予防に
有用か？

明確な推奨はできない。 なし C

Clinical Question（CQ）と推奨、
推奨度・エビデンス一覧
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小児喘息患者の長期管理において吸入ステロイド薬（ICS）の長期使用
と成長抑制との関連はあるか？

解説

小児におけるICSの成長抑制について検討した無作為化比較対照試験は25試験あった。 4
試験は 1 〜 5 歳の乳幼児、それ以外は 5 〜18歳を対象として、 6 製剤のICSについて検討さ
れていた。メタ解析の結果、治療期間が 1 年の場合にICSはプラセボと比較して線形成長速
度で0.48cm/年の成長抑制が認められた。 2 年目以降の成長抑制は両群間で有意差がないか、
あってもその差は小さかった。また、成人期までフォローした 1 試験ではICSで1.2cmの有意
な成長抑制が認められた。成長への影響は、吸入デバイスや投与量よりもICS製剤の種類に
よる可能性が示唆された。製剤間の差やさらに長期的な影響については今後の検討が望まれ
る。現時点では、ICSは長期使用によって成長抑制を来す可能性があるが、喘息治療におけ
る最も有用な薬剤である。適切な診断と評価を行い、リスクとベネフィットを十分に考慮し
て、適切なICS投与を心がけることを推奨する。

［参考文献］
1） Zhang L, Prietsch SO, Ducharme FM. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma： 

effects on growth. ［Reprint of Cochrane Database Syst Rev. 2014, 7：CD009471］. Evid Based Child 
Health. 2014； 9：829-930.

2） 田中裕也, 中島陽一, 佐々木真利, 他. 日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告. 日小ア誌. 
2017； 31： 208-15.

3） 濱崎雄平, 荒川浩一, 西間三馨. 吸入ステロイド薬（inhaled corticosteroids；ICS）についての日本小児ア
レルギー学会の見解：ICSの適切な使用が重要. 日小ア誌. 2014；28：882-3. （web 7-1）

CQ
1

推 奨 ICSの長期使用は成長抑制と関連する可能性があるため、適切な投与
を心がけることを推奨する。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

1 B
1 ）適切な投与の心がけを推奨 67％（10/15）
2 ）適切な投与の心がけを提案 33％（ 5/15）
3 ）心がけは不要であると提案 0％（ 0/15）
4 ）心がけは不要であると推奨 0％（ 0/15）
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解説

ICS増量とICSへのLABA追加を比較した検討のうち小児を対象にした無作為化比較対照試
験は 8 試験が存在していた。メタ解析の結果、ICSへのLABA追加はICS増量と比較して、全
身性ステロイド薬を要する急性増悪（発作）の回数に有意差はなかった。また、入院を要した
急性増悪（発作）、救急受診、夜間喘息症状スコア、有害事象においても有意差を認めなかった。
PEF値の改善と成長抑制への影響の少なさでLABA追加が優れているという結果であった。
したがって、LABA追加が一部に優れる面もあるが、気道炎症を含めた病態あるいは予後に
関しての影響は検討されておらず、ICS増量とICSへのLABA追加との優劣は、現時点では明
らかではなく、いずれも提案される。

［参考文献］
1） Chauhan BF, Chartrand C, Ni Chroinin M, et al. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled 

corticosteroids for chronic asthma in children. Cochrane Database Syst Rev 2015 Nov 24；（11）：
CD007949.

2） 磯崎　淳, 稲毛英介, 八木久子, 他. 日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告. 日小ア誌. 2017； 
31： 200-7.

小児喘息患者において吸入ステロイド薬（ICS）で長期管理中にステッ
プアップする際はICSの増量とICSに長時間作用性吸入β2刺激薬
（LABA）を追加する方法（ICS/LABA）のどちらが有用か？

CQ
2

推 奨 ICSで長期管理中の小児喘息患者のステップアップとしてはICS増量
とICSへのLABA追加（ICS/LABA）の有用性に明らかな差はなく、
いずれも提案される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 B
1 ）いずれも同等に推奨 7％（ 1/15）
2 ）いずれも同等に提案 73％（11/15）
3 ）一方のみを提案 20％（ 3/15）
4 ）一方のみを推奨 0％（ 0/15）
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小児喘息患者において吸入ステロイド薬（ICS）で長期管理中の追加治
療としてロイコトリエン受容体拮抗薬（LTRA）は有用か？

解説

喘息コントロールが不良なICS投与例ヘのLTRA追加効果を検討した小児を対象とした無
作為化比較対照試験（RCT）は 3 試験あった。それらは、すべて 6 歳以上であり、JPGL2017
の中用量相当のICS投与例を対象としていた。メタ解析の結果、LTRAの追加は全身性ステロ
イド薬や入院を要する急性増悪（発作）の回数を減少させず、呼吸機能検査でも％FEV1を改善
させなかった。ただし、低用量ICS投与例、気道ウイルス感染により増悪の多い 5 歳以下、
LTRAへの反応のよい遺伝子タイプを有する症例を対象としたRCTは存在せず、エビデンス
が乏しいのが現状である。一方、わが国では、特に低年齢児あるいは低用量ICS投与例に対
しLTRAは広く一般臨床で用いられ、その有用性を経験している。それらに鑑み、ICSへの
LTRAの追加治療は提案される。

［参考文献］
1） Chauhan BF, Ben Salah R, Ducharme FM. Addition of anti-leukotriene agents to inhaled 

corticosteroids in children with persistent asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 02；（10）：
CD009585.

2）  真部哲治, 村井宏生, 高岡有理, 他. 日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告. 日小ア誌. 2017； 
31： 224-30.

CQ
3

推 奨 ICSで長期管理中の小児喘息患者においてLTRAの追加治療は提案さ
れる。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 C
1 ）追加治療とすることを推奨 7％（ 1/15）
2 ）追加治療とすることを提案 73％（11/15）
3 ）追加治療としないことを提案 20％（ 3/15）
4 ）追加治療としないことを推奨 0％（ 0/15）
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小児喘息患者の長期管理において有症状時にのみ吸入ステロイド薬
（ICS）を吸入（間欠吸入）することは有用か？

解説

持続型喘息の治療としてJPGLではICS連日吸入が推奨されている。しかし、近年は有症状
時のみのICS間欠吸入で急性増悪（発作）を抑制できる可能性が示唆されている。小児を対象
とした無作為化比較対照試験は 6 試験で、未就学時490人と学童145人が含まれていた。有症
状時のみのICS間欠吸入は、プラセボと比較して全身性ステロイド薬を必要とするような急
性増悪（発作）を抑制させる効果が示されたが、ランダム効果モデルでは効果は認められなかっ
た。重大な有害事象の発生率や入院率、QOL低下についてはエビデンスの質が低く、結論は
得られなかった。検討対象となった報告ではICS間欠吸入の投与方法は一定ではなく、投与
量や使用方法についても今後の検討が必要である。したがって、現時点ではICS間欠吸入は
標準治療としないことを提案する。

［参考文献］
1） Chong J, Haran C, Chauhan BF, et al. Intermittent inhaled corticosteroid therapy versus placebo for 

persistent asthma in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 22；（7）：CD011032.
2） 清水麻由, 赤司賢一, 川本典生, 他. 日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告. 日小ア誌. 2017； 

31： 216-23.

CQ
4

推 奨 現時点ではICSの間欠吸入を標準治療としないことを提案する。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

3 C
1 ）標準治療とすることを推奨 0％（ 0/15）
2 ）標準治療とすることを提案 27％（ 4/15）
3 ）標準治療としないことを提案 33％（ 5/15）
4 ）標準治療としないことを推奨 40％（ 6/15）
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小児喘息患者の長期管理においてロイコトリエン受容体拮抗薬
（LTRA）と吸入ステロイド薬（ICS）のどちらが有用か？

解説

LTRAとICSの有用性を比較検討した小児を対象とした無作為化比較対照試験は20試験存
在した。対象年齢は 2 〜18歳で、重症度について15試験は軽症〜中等症（JPGLでは中等症以
上に相当）、残りの 5 試験は不明であり、介入期間は 4 〜 8 週の試験が多く、最長は52週であっ
た。全身性ステロイド薬を必要とする急性増悪（発作）が起きた人数は 7 試験でICS群がLTRA
群と比較して有意に少なかった。一方、経過中に急性増悪（発作）により入院治療を要した人
数、発作治療薬を使用しない日数（rescue-free days）、炎症マーカー（末梢血好酸球数、喀痰
中好酸球数）、FEV1の改善率では両群間に有意差は認めなかった。JPGLにおける間欠型・軽
症持続型や 2 歳未満を対象とした試験は存在せず、これらを対象とした有用性は検討できな
かった。したがって、中等症持続型以上の基本治療ではICSの使用を推奨するが、より軽症
例や低年齢に関しては今後の検討課題である。

［参考文献］
1） Chauhan BF, Ducharme FM. Anti-leukotriene agents compared to inhaled corticosteroids in the 

management of recurrent and/or chronic asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 
2012 May 16；（5）：CD002314.

2） 三浦太郎, 平口雪子, 杉山　剛, 他. 日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告. 日小ア誌. 2017；
31：313-25.

CQ
5

推 奨 中等症持続型以上の基本治療では、ICSを用いることを提案する。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 B
1 ）ICSを用いることを推奨 7％（ 1/15）
2 ）ICSを用いることを提案 73％（11/15）
3 ）LTRAを用いることを提案 20％（ 3/15）
4 ）LTRAを用いることを推奨 0％（ 0/15）
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小児喘息患者において急性増悪（発作）時に短時間作用性吸入β2刺激
薬（SABA）を反復吸入する場合は、スペーサーを用いた加圧噴霧式
定量吸入器（pMDI）による吸入と吸入液の電動ネブライザーによる吸
入とどちらが有用か？

解説

小児を対象として反復吸入の効果を検討した無作為化比較対照試験は14試験が存在した。
メタ解析の結果、スペーサー使用群はネブライザー使用群と比較して入院リスクが低下する
傾向にあり、救急外来での滞在時では有意に短く、有害事象として脈拍数の増加率や振戦の
頻度も有意に低い結果となった。ただし、今回の検討では、①対象患者に重積発作が含まれ
ていない、②家庭での使用を評価した試験がない、③SABA単回吸入の比較試験では有意差
が認められない、④日本で頻用されているプロカテロールによる報告がない、⑤SABAの用
量が日本の常用量を超えている、⑥スペーサーの共用による感染リスクが評価されていない
などの点に留意する必要があり、わが国での適応を検討するにあたってはさらなる検証が望
まれる。したがって、現時点では両吸入法とも優劣がつけがたく、いずれの吸入方法も提案
される。

［参考文献］
1） Cates CJ, Welsh EJ, Rowe BH. Holding chambers （spacers） versus nebulisers for beta-agonist 

treatment of acute asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 13；（9）：CD000052.
2） 杉本真弓, 鈴木修一, 夏目　統, 他. 日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告. 日小ア誌. 2017； 

31：326-35.

CQ
6

推 奨 SABAの吸入方法として、スペーサーを用いたpMDIによる吸入と吸
入液の電動ネブライザーによる吸入のいずれも提案される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 C
1 ）いずれも同等に推奨 7％（ 1/15）
2 ）いずれも同等に提案 73％（11/15）
3 ）一方のみを提案 20％（ 3/15）
4 ）一方のみを推奨 0％（ 0/15）
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小児喘息患者の急性増悪（発作）時に吸入ステロイド薬（ICS）の増量は
有用か？

解説

急性増悪（発作）時のICSの増量効果について検討した無作為化比較対照試験は成人対象の
ものを含めて 5 試験であった。 4 試験は急性増悪（発作）時にICSを倍量吸入し、 1 試験は 4
倍量吸入して検討していた。対象として、15歳未満を含んでいるものは 2 試験で、いずれも
その後の全身性ステロイド薬投与の回避、予定外受診の回避、緊急入院の回避などが検討さ
れ、ICS増量による有効性は示されていなかった。また、 6 歳未満の児を対象にした試験は
存在しなかった。なお、成人を対象にした試験でも同様にICS増量による有効性は示されて
いなかった。現時点では、急性増悪（発作）時にICS増量の有効性を示す根拠は存在せず、全
身性ステロイド薬投与の回避などの目的でICSを増量しないことを提案する。

［参考文献］
1） Quon BS, Fitzgerald JM, Lemière C, et al. Increased versus stable doses of inhaled corticosteroids for 

exacerbations of chronic asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Dec 08；
（12）：CD007524.

2） 川本典生, 清水麻由, 赤司賢一, 他. 日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告. 日小ア誌. 2017； 
31：336-42.

CQ
7

推 奨 急性増悪（発作）時にICSを増量しないことを提案する。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

3 B
1 ）ICSを増量することを推奨 0％（ 0/15）
2 ）ICSを増量することを提案 20％（ 3/15）
3 ）ICSを増量しないことを提案 47％（ 7/15）
4 ）ICSを増量しないことを推奨 33％（ 5/15）
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小児喘息患者の急性増悪（発作）時の全身性ステロイド薬投与は症状
改善後の増悪予防に有用か？

解説

急性増悪（発作）時の全身性ステロイド薬投与により、症状改善後の増悪を予防する効果が
あるかどうかを検討した無作為化比較対照試験は10試験存在した。その投与により症状が増
悪し、救急外来受診の頻度が増えたのが 1 試験、効果がなかったのが 1 試験、残り 8 試験で
は症状改善効果または症状増悪予防効果があると報告されていた。プラセボ群と比較したも
のでは、全身性ステロイド薬の投与によって急性増悪（発作）に対する追加治療（β2刺激薬吸入、
アミノフィリン製剤など）の必要性は有意に少なくなったが、再増悪による入院リスクに関し
ては有意な改善はなかった。投与方法や用量などが大きく異なっていたためメタ解析は行わ
なかった。したがって、全身性ステロイド薬投与による症状改善後の増悪予防効果について
は評価できる十分なエビデンスが得られず、本ガイドラインでは本CQに対する明確な推奨は
できないと判断した。

［参考文献］
1） Rowe BH, Spooner CH, Ducharme FM, et al. Corticosteroids for preventing relapse following acute 

exacerbations of asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18；（3）： CD000195.
2） Castro-Rodriguez JA, Beckhaus AA, Forno E. Efficacy of oral corticosteroids in the treatment of 

acute wheezing episodes in asthmatic preschoolers： Systematic review with meta-analysis. Pediatr 
Pulmonol. 2016；51：868-76.

3） 北沢　博, 山出晶子, 和田拓也, 他. 日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会報告. 日小ア誌. 2017； 
31：343-51.

CQ
8

推 奨 明確な推奨はできない。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

なし C 推奨・提案を行う 13％（ 2/15）
推奨・提案を行わない 87％（13/15）



第 2 章 定義，病態生理，診断，重症度分類 

・小児喘息は、発作性に起こる気道狭窄によって、喘鳴や咳嗽、および呼

気延長を伴う呼吸困難を繰り返す疾患である。 

・組織学的には気道炎症が特徴で、小児でも気道リモデリングが認められ

る。呼吸生理学的には気道過敏性の亢進から引き起こされる気流制限が

特徴である。 

・小児喘息ではアトピー型が多く、特異的 IgE 抗体が高率に認められる。 

・小児喘息の発作強度は小・中・大発作および呼吸不全の 4段階に区分さ

れ、呼吸状態と生活状態の障害程度によって判定する。 

・小児喘息の重症度は、間欠型、軽症持続型、中等症持続型、重症持続型

に区分される。 

・すでに長期管理薬を使用している患児の重症度を判定する場合には、現

在の治療ステップを考慮して判断する必要がある。 

・小児喘息の重症度と『喘息予防・管理ガイドライン 2015』（JGL2015）

の成人喘息における重症度を比較すると、小児の軽症持続型は成人の軽

症間欠型に相当し、小児と成人では重症度判定に 1 段階のずれがある。 

・小児喘息においては、無治療・無症状になったときから寛解と判定して

「寛解◎年目」と表現する。 

 

  



第 3 章 疫学 

・小児喘息の有症率は世界的には依然として増加している地域が多いが日

本では横ばいから低下傾向に変わった。 

・学童期の喘息有症率は男児で高い。 

・JPGLと長期管理薬の普及が入院数や喘息死の減少に大きく貢献したと

推測されるが、喘息症状のコントロール状況や薬剤の使用状況を考慮す

ると、より一層の普及が望まれる。 

・小児の喘息死亡率は低率で安定しているが、「喘息死ゼロ」には到達して

いない。 

 

  



第 4 章 危険因子とその対策 

・喘息は個体因子と環境因子が絡み合って発症する。個々の患者での発症・

増悪に関わる危険因子を明らかにして、それらに対する対策を講じるこ

とが予防の中心となる。 

・喘息の発症に関わる個体因子・環境因子は、個々の患者において多様で

ある。喘息の発症に関わる個体因子には、性別、アレルギー素因、気道

過敏性、出生時の低体重、肥満、遺伝因子などが挙げられる。喘息の発

症に関わる環境因子には、アレルゲン曝露、呼吸器ウイルス・細菌感染

症、室内空気・大気汚染物質などが挙げられる。喘息発症の予防には、

妊娠中および出生後のタバコの煙からの回避が推奨される。また、早産

児に対するパリビズマブは、反復性喘鳴を予防することが示されている。 

・喘息の増悪に関わる環境因子を明らかにして調整することは、薬物療法、

患者教育と並んで喘息治療・管理の大きな柱の一つである。 

・アレルゲンへの曝露は、最も重要な喘息増悪因子とみなされている。そ

のため、患者の病歴調査を注意深く行うこと、環境調整を行うことはき

わめて重要である。室内塵ダニを含めた吸入アレルゲンや非特異的因子

（タバコの煙、その他の大気汚染）への曝露からの回避が推奨される。 

 

  



第 5 章 病態評価のための検査法 

・喘息は Th2型免疫異常を基本病態としており、末梢血好酸球数、血清総

IgE値、呼気中一酸化窒素濃度（FeNO）などの Th2型バイオマーカー

や気道炎症の評価は診断と治療経過モニタリングに有用である。 

・アレルゲン感作の状況を把握するために、特異的 IgE抗体測定または皮

膚テスト（プリックテスト）を行い、発症および症状増悪因子同定の参

考にする。 

・気道炎症は FeNO測定で簡便に評価できる。一義的解釈が難しいところ

もあるが、保険適用の検査として、日常臨床で利用しやすい。 

・呼吸機能などの生理学的指標は喘息の診断、治療の選択、治療経過のモ

ニタリングに重要である。 

・肺の換気機能をスパイロメトリーで評価する。肺活量、努力肺活量、1秒

量、1秒率などの指標がある。スパイロメトリーの努力呼気時に得られ

るフローボリューム曲線のパターンは病態の評価に有用である。V
．

50、

V
．

25、ピークフロー（PEF）などの指標がある。 

・β2刺激薬吸入前後の 1秒量を評価して気道可逆性を評価する。 

・簡便な PEF メータを利用して、呼吸機能の日内変動、経時的変化など

が評価できる。測定値を患者と医療者が共有することにより自己管理の

向上を図ることができる。 

・強制オシレーション法（FOT）は安静換気で呼吸抵抗を評価できる。 

・気道過敏性の評価には、直接法（メタコリン、アセチルコリンなど平滑

筋に直接作用する薬物を用いる方法）と間接法（運動負荷などで間接的

に気道平滑筋収縮を誘発する手法）がある。 

 

  



第 6 章 患者教育，吸入指導 

・喘息の治療は医師が適切に処方・指示しても患者側が受容して実行しな

ければ意味はない。そこに患者教育の果たす重要な役割がある。 

・患者教育の対象は治療に直接・間接に関わる人すべてであるが、特に患

者・家族とのパートナーシップを確立することが重要である。 

・治療目標の理解を促すために必要な病態生理をわかりやすい言葉で説明

し、患者・家族と共有する。 

・発達段階に応じた患者教育を行い、セルフモニタリングやアクションプ

ランの活用、喘息コントロールテストや QOL尺度、自己効力感尺度に

より継続的に評価し、アドヒアランスの向上と維持に努める。 

・喘息の心身医学的側面にも配慮し、むやみに薬物療法のみを強化するの

ではなく、適切な診断に基づく行動医学的なアプローチを試みる。 

・喘息児および保護者の QOL がより良いものとなるように、測定尺度な

どを活用して、治療や患者教育に応用していく。 

・吸入療法は喘息の長期管理と急性増悪（発作）治療の双方において重要

である。吸入療法を効果的に実施するためには、適切な吸入方法の選択

と吸入手技の習得が必要であり、患者教育、吸入指導が吸入療法を活用

する上で不可欠である。 

・薬剤を効率的に吸入するために、吸入機器と吸入補助具の組み合わせを

検討する必要がある。 

・吸入機器にはそれぞれの特徴および長所・短所があり、使用する薬剤、

患児の年齢、発達段階、重症度、経済的因子、アドヒアランスなどを考

慮して選択する。 

 

  



第 7 章 長期管理に関する薬物療法 

・長期管理の目標は、基本病態である気道炎症を抑制し、無症状状態の維

持、呼吸機能や気道過敏性の正常化、QOL の改善を図り、最終的には

寛解・治癒を目指すことである。 

・長期管理では薬物療法だけではなく、危険因子への対応、および患者教

育やパートナーシップの向上が必要であり、評価・調整・治療のサイク

ルを基本とする。 

・薬物療法は、重症度を判定して、対応する治療ステップの基本治療から

開始する。 

・長期管理薬の投与開始後は随時コントロール状態を評価して、良好なコ

ントロール状態を維持できる必要最低限の治療を行う。 

・長期管理における薬物療法では、主に症状を予防するための長期管理薬

（コントローラー）を用い、急性増悪（発作）時には症状を抑制するた

めの発作治療薬（リリーバー）を適宜併用する。 

・コントローラーは、吸入ステロイド薬やロイコトリエン受容体拮抗薬を

中心とした気道炎症に対する抗炎症治療薬を用いる。経口薬や貼付薬の

β2刺激薬は、長期管理薬としては使用せず、一過性のコントロール状

態の悪化が認められた場合に短期間使用して、症状が改善したら速やか

に中止する（短期追加治療）。 

・良好なコントロール状態を 3か月以上維持できた場合は増悪予測因子を

考慮しながらステップダウンを検討する。 

 

  



第 8 章 急性増悪（発作）への対応 

・急性増悪（発作）への対応には「家庭での対応」と「医療機関での対応」

がある。発作を重篤化・遷延化させないため家庭では喘息発作を認めた

早期からの適切な対応が重要である。医療機関では治療と同時に発作強

度や合併症の把握、また他疾患の鑑別も行う。さらに慢性疾患の急性増

悪（発作）であることを認識して重症度の評価と患者指導を行う。 

［家庭での対応］ 

・個々の患者とその保護者に対して、発作時の対処法を発作強度に応じて

具体的に指示する。 

・大発作以上では迅速な対応が必要であり「強い喘息発作のサイン」が認

められた場合には直ちに受診が必要であることを十分に説明する。 

［医療機関での対応］ 

・家庭での治療内容を把握して発作強度を評価し、迅速に治療を進める。 

・過去の発作歴や必要とした治療法は、治療方針を決める上で参考になる。 

・まず換気状態を SpO2で把握し、必要に応じて酸素を投与する。 

・β2刺激薬、ステロイド薬、イソプロテレノール、アミノフィリンなどの

作用や副作用ならびに投与方法を熟知して、適切に対応する。 

・全身性ステロイド薬の使用は必要最低限に抑える。ステロイド薬の頻回、

あるいは持続的な全身投与は副作用の恐れがあるため、反復投与が必要

な症例は小児の喘息治療に精通した医師に紹介する。 

・発作の原因を検討して適切な生活指導と長期管理薬の見直しを行い、喘

息コントロールの向上を図る。 

・救急体制は地域や医療機関によって人員や救急用設備が異なる。JPGL

を参考に個々の医療機関、地域に適した治療手順を作成することが望ま

しい。 

 

  



第 9 章 乳幼児期の特殊性とその対応 

・小児の喘息の多くが乳幼児期に発症する。 

・乳幼児喘息の病態には、年長児にはない解剖学的、生理学的な特徴が関

与する。また、鼻副鼻腔炎や気管支炎・肺炎、血管輪や腫瘤など、他の

喘鳴を呈する疾患との鑑別が重要で、早期診断は必ずしも容易ではない。 

・JPGL2017 では、5 歳以下の反復性喘鳴のうち、明らかな 24 時間以上

続く呼気性喘鳴を 3エピソード以上繰り返し、β2刺激薬吸入後に呼気

性喘鳴や努力性呼吸・酸素飽和度（SpO2）の改善が認められる場合に

「乳幼児喘息」と診断する。さらに、乳幼児は学童期以降と比較して解

剖学的・生理学的に異なるため、β2刺激薬に反応が乏しいものの呼気

性喘鳴を認める症例に対しては、「診断的治療」を用いて「乳幼児喘息」

と診断できる。 

・「診断的治療」とは、重症度に応じた長期管理薬を 1か月間投与（喘鳴が

コントロールできた時点で投与を中止）して経過観察し、増悪した場合

には投与を再開して喘鳴コントロールの可否を判断することである。治

療を実施している間は症状がなく、中止している間に症状が再燃する場

合を「乳幼児喘息」と判断する。長期管理薬使用時、中止時も症状が変

わらない場合には、喘息はむしろ否定的と判断し、再度鑑別診断が必要

になる。 

・乳幼児喘息を IgE関連喘息と非 IgE関連喘息に分類する。 

・IgE関連喘息（アレルゲン誘発性喘息／アトピー型喘息）は、乳幼児喘

息のうち、「乳幼児 IgE関連喘息の診断に有用な所見」を満たす場合を

いう。 

・非 IgE関連喘息（ウイルス誘発性喘息など）は、乳幼児喘息のうち、「乳

幼児 IgE関連喘息の診断に有用な所見」を満たさない場合をいう。 

・IgE関連喘息の多くはアトピー型喘息として学童期以降も継続する。一

方、非 IgE 関連喘息の一部は学童期までにアトピー型喘息あるいは非

アトピー型喘息へ移行する。 

・アレルギー疾患の家族歴、IgE高値、ダニなどの吸入アレルゲン特異的

IgE抗体陽性が IgE関連喘息の診断に有用である。 



第 10 章 思春期・青年期喘息 

・思春期から青年期は、小児が肉体的にも精神的にも成人へと大きく成長

する時期というだけでなく、喘息の病態も質的に大きく変化する。この

病態的変化を基盤に、①本人・家族の課題、②医療、学校などに関係す

る課題についてよく検討し、患者自身が自立し主体的に関わることがで

きるような医療者の支援が大切である。 

・思春期から青年期の喘息の治療では、移行期医療を意識する必要があり、

これは本人・家族のよき理解をなしにはあり得ない。患者の年齢や成熟

度に応じて、患者自身に自立性や喘息に対する理解度を上げていく働き

かけを行う必要がある。 

 

  



第 11 章 呼吸器関連合併症 

・小児喘息患者は他のアレルギー疾患を併発していることが多く、それぞ

れの症状に対して適切な対応を講じ、アレルギー疾患として包括的に対

応することが必要である。 

・急性増悪（発作）期には皮下気腫、縦隔気腫、気胸などの air leak（空

気漏出）症候群や無気肺などの発生に常に留意する必要がある。 

・慢性経過中のアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、あるいは胃食道逆流症など

は、喘息との鑑別でも問題となり、また喘息の長期的な経過に影響を与

えるので、適切な診断と治療がより良い喘息のコントロールに不可欠で

ある。 

 

  



第 12 章 日常管理 

・学校や幼稚園・保育所などにおける生活は人間形成の場であり、社会性

を身につける上で重要である。学校や保育所内あるいは校外活動に配慮

が必要な場合は、「学校生活管理指導表」、「保育所におけるアレルギー

疾患生活管理指導表」を活用して、保護者や学校関係者と連携し、適切

な対応を促す。 

・運動により一時的に喘鳴や呼吸困難を伴う一過性の気管支収縮が起きる

現象を運動誘発喘息（EIA）と呼ぶ。運動は子どもの成長・発達にとっ

てさまざまな利点をもたらすので、EIA を起こさずに生活できるよう

に喘息児や保護者だけでなく関係者が EIA について正しい認識を持ち、

互いに連携して対処することが必要である。 

・予防接種は、喘息児でも十分な注意と配慮のもとに健常児と同様に接種

可能である。 

・喘息児の全身麻酔や手術に際してはできるだけ良好なコントロール状態

を維持し、必要に応じて治療のステップアップや全身性ステロイド薬投

与を考慮する。 

・災害時などの予期せぬ状況に備えて、対応できるように指導しておく。

非常時に活用できるパンフレットが準備されている。 



章第13
ガイドラインの今後の課題
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第 章 ガイドラインの今後の課題13

『小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2012』（JPGL2012）の作成から 4 年以上が経過し、
2016年春から 1 年以上の期間をかけてガイドラインの改訂作業が進められた。JPGL2012の
発刊後も抗炎症薬を中心とする小児喘息の長期管理治療戦略には大きな変更はないが、生物
学的製剤の小児喘息への保険適用が認められ、既存の治療により喘息症状をコントロールで
きない患者への新たな選択肢となった。この 4 年間で、これまでに議論された課題について
解決されたものは少ないが、継続した議論が必要と考えられる。

１．エビデンスに準拠したガイドライン作成への取り組み

近年、診療ガイドラインはEBMの考え方を重視した作成方法が求められている。わが国で
も平成14年度からEBM普及推進事業（Minds）が開始され、信頼性が高いと判断された診療ガ
イドラインがホームページ上で公開されている（http://minds.jcqhc.or.jp/n/）。JPGL2017では
部分的にMindsのガイドライン作成マニュアルに則って作成した。第 7 、 8 章については、シ

エビデンスに準拠したガイドライン作成への取り組みにおいて検討され
た課題

■	適切な重症度の設定と重症度評価を用いた管理法による喘息の予後改
善の評価

■	乳幼児喘息の臨床像の解明と診断・治療法の確立

■	気道リモデリングのメカニズムの解明と評価法の確立

■	わが国における小児喘息の長期予後の継続的なデータ集積

■	喘息の発症・増悪についての寄与因子の解明と予防法の確立

■	ICSとSFCの位置づけ

■	生物学的製剤の小児喘息治療における位置づけ

■	アレルゲン免疫療法（皮下注射法、舌下法）の喘息治療における位置
づけ

■	予後改善につながる喘息コントロール評価の確立

■	気道炎症を簡便に評価するための客観的マーカーの確立

要 旨
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ステマティックレビュー委員を選出し、日常診療のクエスチョンに対する回答をシステマ
ティックレビューにより得て、ガイドラインへ反映するように試みた。結果的には、小児喘
息の治療・管理におけるエビデンスは依然として乏しく、報告は主に海外での研究内容であ
り、遺伝因子も環境因子も大きく異なっている海外のエビデンスをそのまま日本の小児に適
応することは難しいと考えられた。したがって、第 7 、 8 章以外では主にエキスパートの意
見を集約して作成しているが、エキスパートの意見が必ずしも正しいとは限らないため、よ
り良いガイドラインを作成するためにはわが国において小児を対象にした質の良い臨床研究
を行い、エビデンスを集積していくことが重要である。

２．JPGLと海外のガイドラインの違い

JPGLの重症度分類は成人喘息（JGL）や、GINAなど海外の主なガイドラインと異なってい
る。JPGLの重症度では、症状出現頻度から見れば、同じ重症度の喘息を一段階重症に分類
している。JGLやGINAとの整合性からは議論のあるところだが、より早期からの治療を基本
としたJPGLの方針はわが国で広く受け入れられている。一方、海外での研究成果を評価す
る際には対象患者の重症度分類の違いを考慮しなければならない。JPGLが現在の重症度分
類を継続していくかは世界的な状況を踏まえて今後も検討していく必要がある。

治療については、GINAでは喘息コントロール状態を基に治療ステップが選択されるが、
JPGLでは「真の重症度」を考慮した管理計画の上で喘息コントロール状態に応じて治療ス
テップを選択するという独自の治療管理を行っている。JPGLにおける管理法が喘息の予後
改善に関与するか否かを検討する必要があり、良質なエビデンスとなり得る大規模な疫学研
究が求められている。

３．今後の課題

　本ガイドライン作成時点で今後の課題と考えられる主なものを以下にまとめた。

１）	病態と診断の考え方
JPGL2017では乳幼児期の喘息は病態や治療の特殊性があることから、 5 歳以下に発症

する喘息を乳幼児喘息と定義する。小児喘息、特に乳幼児では成人のように各種の検査を
行うことは難しく、その病態に関して多くの知見は得られていないが、複数のフェノタイ
プが存在することは明らかである。今後、大規模な疫学調査や免疫学的な検査、ゲノム解
析などの手法によりエンドタイプを分類し、それぞれのエンドタイプに対する早期介入を
含めた治療法を確立していくことが重要な課題である。

従来のJPGLでは、 2 歳未満の児が喘鳴を 3 回以上反復する場合を乳児喘息とし、早期
介入の必要性を考えるとしていた。海外のガイドラインでも、乳幼児期の喘息について良
好なコントロールを得るために早期に治療を開始したほうがよいという考え方に基づき、

「喘鳴を繰り返す」を乳幼児期の喘息の診断の要件としている。しかし、早期介入の有効性
が必ずしも明らかにはならず、反復性喘鳴を来す疾患群の鑑別への注意喚起が不十分であっ
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たため、ICSの必要以上な長期使用などが問題となった。これらのことを勘案し、 5 歳以
下の反復性喘鳴の鑑別についてより詳細に記載した。しかし、この疾患群の中に喘息であ
る児は間違いなく存在することから、 5 歳以下の反復性喘鳴を来す疾患群については、今
後も課題が山積している。

気道のリモデリングは喘息の長期予後に関与する重要な因子と考えられているが、その
成因は明らかになっておらず、特に小児喘息では不明な点が多い。乳幼児期の喘鳴群に早
期からICSを継続的に投与しても、喘息の発症を阻止できないことが報告され、抗炎症薬
による早期介入療法には限界があることが示唆された。気道のリモデリングは慢性炎症と
ともに喘息病態の重要な柱であり、気道リモデリングのメカニズムを明らかにすることは
重要である。また気道のリモデリングの評価に関して非侵襲的な方法は確立されておらず、
その評価法を確立することは、小児喘息の予後を考える上で、きわめて重要である。

２）	疫学
小児喘息の長期予後に関しては、海外から出生コホート研究結果が報告されている。し

かし、環境が異なるわが国において独自にデータを集積する必要があり、環境省や厚生労
働省などの行政機関が疫学調査を実施している。さらに小児の健康に影響を与える環境要
因などに関する出生コホート研究「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」
や、喘息の予後調査である環境保健調査研究「小児喘息の長期経過・予後調査及びその予知
法の確立に関する検討」が実施されている。また、乳幼児の喘鳴症候群も喘息発症との関わ
りから長期間のフォローアップに基づく疫学調査を実施し、乳幼児期における治療開始時
期や治療内容を評価するためのデータベース作成も必要である。今後、長期管理薬物療法
を評価していく上で小児喘息の経過・予後は不可欠の情報であることから、医療機関だけ
でなく、行政機関とも協調した長期にわたる大規模小児アレルギー疾患コホート調査に学
会が主導で取り組んでいく必要がある。

３）	予防
JPGL2017作成時点で喘息の予後など自然歴を変える治療は確立されていない。海外の

ガイドラインでは、システマティックレビューに基づいた喘息の発症および増悪予防の研
究成果について推奨度を明示しているものもあるが、十分なエビデンスはなく予防法とし
て確立されていない。特に遺伝因子や環境因子など多様な因子が関与している喘息では、
一律の一次予防策を立てることは困難である。二次予防については、ガイドラインの普及
による患者の早期診断・治療を行うことが重要となる。そのためには広く一般医家、患者、
家族に標準的な喘息治療・管理についての理解を深めてもらう必要がある。三次予防とし
ては、環境因子に対する対策（環境整備）の重要性が指摘されている。単独のアレルゲン曝
露の回避については、海外のガイドラインでは推奨されていないが、わが国のような高濃
度のダニが存在する環境でも当てはまるか検討が必要である。具体的に日常生活で実行可
能な方法を周知していくことも必要である。また、タバコの煙や大気汚染物質などへの対
策を考えることも急務である。
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4）	治療・管理の進め方
小児喘息の成因は多くの因子の関与が考えられ、現時点で普遍的な重症度の評価はでき

ていない。JPGL2017ではJPGL2012の内容を踏襲し、真の重症度と喘息コントロール状態
に基づいて治療ステップの選択をする。このような長期管理の方法が喘息の予後を改善す
るのか否か、長期経過について引き続き検討する必要がある。乳幼児喘息におけるICSの
ガイドラインでの位置づけについては、診断や病態の解明とともに今後も議論が必要であ
る。ICSとSFCについては、どのように使用するのが適切であるのかなど、議論すべき課
題は多い。気管支攣縮など物理的な刺激が喘息の病態に深く関わることが示唆されており、
今後、長期管理におけるLABAの役割が見直される可能性もある。

生物学的製剤については、ヒト化抗IgEモノクローナル抗体（オマリズマブ）は小児科領域
で、ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体（メポリズマブ）は12歳以上の小児で保険適用となり、
日常診療で使用できるようになった。また近い将来、ヒト化IL-4受容体αモノクローナル
抗体（デュピルマブ）の市販も予定されている。通常の治療でコントロールできない症例に
おいて良好な喘息コントロール状態の維持や長期予後の改善を得るためにはこれらの生物
学的製剤をどのように使用するのが適切であるかを検討すべきである。適切な長期管理薬
の使用は医療経済的な側面からも重要であり、それらも鑑みて評価する必要がある。

アレルゲン免疫療法は、小児を含めた喘息患者に対して1970〜1980年代に全国の施設で
実施されたが、1990年代以降、ICSなどの優れた長期管理薬の普及や使用できるアレルゲ
ンが純粋なダニアレルゲンではなくハウスダストに限られ、さらに低濃度で実施されてい
たことから、近年はほとんど行われていなかった。一方で、スギ花粉などのアレルギー性
鼻炎に対するアレルゲン免疫療法は、特に耳鼻咽喉科領域の一部で活発に実施されるよう
になった。実施方法も、欧州を中心に皮下注射免疫療法から舌下免疫療法へと変わり、舌
下免疫療法の安全性および効果に関する情報が集積してきている。わが国では2015年に標
準化ダニアレルゲンを用いた免疫療法が行えるようになり、日本アレルギー学会から『ダニ
アレルギーにおけるアレルゲン免疫療法の手引き』が刊行された。ダニの皮下注射免疫療法
は小児のアトピー型喘息においても適応となっており、長期予後改善への効果について検
討すべきである。一方、舌下免疫療法については、アレルギー性鼻炎への有効性は明らか
であるが、小児喘息における有効性は十分に検討されていない。近い将来、小児の気道ア
レルギーにおいてアレルゲン免疫療法が基本的な治療法の一つとして位置づけられる可能
性もある。

喘息コントロール状態を把握するには、気道炎症などの病態を評価できる客観的なマー
カー（喀痰細胞診、FeNOなど）の確立が重要である。2013年から気道炎症マーカーの一つ
であるFeNOは保険診療による算定が可能となった。FeNOは比較的容易に測定できるが、
喘息の診断や治療経過のモニタリングにおける有用性に関しては、十分なエビデンスは得
られていない。また、強制オシレーション法は、非侵襲性でスパイロメトリーができない
5 歳未満児でも測定可能な場合もあるので、喘息の診断など臨床応用について引き続き検
討が必要である。


