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小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2020
作成にあたって

　この度、一般社団法人日本小児アレルギー学会は、2017 年に発刊したガイドラインの一
部を更新するとともに新たな内容を加えて『小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2020』
（JPGL2020）を上梓することになった。JPGL は、2000 年に初版が発刊されて以来、2002
年、2007 年、2012 年、2017 年、そして今回と、その時々の最新のエビデンスを取り入れる
形で改訂を行ってきた。この 20 年間でガイドラインが広く普及することで小児喘息診療の
均てん化が図られ、その結果として喘息の急性増悪（発作）による時間外受診数・入院数が
激減し、喘息死もほぼゼロとなっている。これほど短期間に大きく予後が改善した疾患は他
にはなく、本ガイドラインが果たしてきた役割は大きいと自負している。しかし、喘息は罹
患数が若干減少傾向にあるものの、依然として小児の慢性疾患の中で最も患者数の多い疾患
の一つであり、良好なコントロール状態を達成できていない患者も残ることから、引き続き
ガイドラインの普及を図る必要がある。
　JPGL では前回（2017 年）からいくつかのクリニカルクエスチョン（CQ）を設定し、既
存のデータをシステマティックレビューによって解析することで、エビデンスに基づいた治
療ならびに管理を提示している。今回の JPGL2020 の編集ならびに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、その
改訂作業にあたってはガイドライン作成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とシステマティックレビューチームの貢献は多大であった。委
員各位の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。また、臨
床現場でガイドラインをより活用できるようにと、購入者が全文をウェブ上で閲覧できるシ
ステムを新たに導入した。
　いままで JPGL では多くの課題に対応してきたが、喘息の予防、生物学的製剤を含めた難
治喘息の治療・管理、免疫療法、移行医療など新たな課題はまだまだ山積している。本書
が、これら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。
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略語 英語表記 日本語表記
ACT Asthma Control Test 喘息コントロールテスト
AIRJ Asthma Insights and Reality in Japan 日本における喘息患者実態電話調査
AIT allergen-specific immunotherapy アレルゲン特異的免疫療法
ATS American Thoracic Society 米国胸部疾患学会
ATS-DLD
質問表

American Thoracic Society-Division of Lung 
Diseases 米国胸部疾患学会肺疾患質問票

AUC area under the curve ROC 曲線下面積
BALF broncho-alveolar lavege fluid 気管支肺胞洗浄液
BDP beclomethasone dipropionate ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
Best ACT-P Best Asthma Control Test Preschooler 未就学児喘息コントロールテスト
BIS budesonide inhalation suspension ブデソニド吸入懸濁液
BMI Body Mass Index 体格指数
BTS British Thoracic Society 英国胸部疾患学会
C-ACT Childhood Asthma Control Test 小児喘息コントロールテスト

CASES Childhood Asthma’s Self-Efficasy Scale 小児喘息の長期管理に対するセルフエフィカ
シー（自己効力感）尺度

CIC ciclesonide シクレソニド
COVID-19 coronavirus Disease 2019 新型コロナウイルス感染症
CysLTs Cysteinyl leukotrienes システイニルロイコトリエン
DPI dry powder inhaler ドライパウダー定量吸入器
DSCG disodium cromoglicate クロモグリク酸ナトリウム
EBM evidence-based medicine 根拠に基づいた医療
ECP eosinophil cationic protein 好酸球塩基性タンパク質
ECRHS 質問票 European Community Respiratory Health Survey 欧州共同体呼吸器健康調査質問票
EDN eosinophil derived neurotoxin 好酸球顆粒タンパク質
EIA exercise induced asthma 運動誘発喘息
EIB exercise induced bronchoconstriction 運動誘発気管支収縮

EPR3 Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis 
and Management of Athma 米国の喘息診断・管理指針、第 3 版

ERS European Respiratory Society 欧州呼吸器学会
EV-D68 enterovirus D68 エンテロウイルス D68
EWAS epigenome-wide association study エピゲノムワイド関連解析
FcεR Ⅰ Fcεreceptor Ⅰ 高親和性 IgE 受容体
FeNO fractional exhaled nitric oxide 呼気中一酸化窒素濃度
FEV1 forced expiratory volume in 1 second 1 秒量
FF fluticasone furan carboxylate フルチカゾンフランカルボン酸エステル

FFC formoterol fumarate hydrate/fluticasone 
propionate

ホルモテロールフマル酸塩水和物・フルチカ
ゾンプロピオン酸エステル配合剤

FM formoterol fumarate hydrate ホルモテロールフマル酸塩水和物
FOT forced oscillation technique 強制オシレーション法
FP fluticasone propinate フルチカゾンプロピオン酸エステル
FVC forced vital capacity 努力肺活量
GER gastroesophageal reflux 胃食道逆流
GERD gastroesophageal reflux disease 胃食道逆流症
GINA Grobal Initiative for Asthma 国際的な喘息診断・管理指針
GWAS genome-wide association study ゲノムワイド関連解析

略語一覧
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略語 英語表記 日本語表記
ICS inhaled corticosteroid 吸入ステロイド薬
IgE Immunoglobulin E 免疫グロブリン E
IL interleukin インターロイキン
ILC2 group2 innate lymphoid cell グループ 2 自然リンパ球

ISAAC International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood 小児喘息・アレルギー疾患国際研究

JPAC Japanese Pediatric Asthma Control Program 小児喘息重症度判定・コントロールテスト
LABA long acting β2 agonist 長時間作用性吸入β2 刺激薬
LAMA long acting muscarinic antagonist 長時間作用性抗コリン薬
LT leukotriene ロイコトリエン
LTRA leukotriene receptor antagonist ロイコトリエン受容体拮抗薬
mAPI modified asthma predictive index 修正版喘息発症予測指標
MF mometasone furoate モメタゾンフランカルボン酸エステル
MMF maximum mid-expiratory flow rate 中間呼気速度変化/最大中間呼気速度
MRI magnetic resonance imaging 磁気共鳴画像
NO nitric oxide 一酸化窒素
NSAIDs non-steroidal antiinflammatory drugs 非ステロイド性抗炎症薬
PAR protease-activated receptor プロテアーゼ活性型受容体
PC20 provocative concentration 20 1 秒量を 20％低下させるのに要した薬物濃度
PDE phosphodiesterase ホスホジエステラーゼ
PEF peak expiratory flow 最大呼気速度/最大呼気流量/ピークフロー
PM2.5 particulate matter 微小粒子状物質
pMDI pressurized metered-dose inhaler 加圧噴霧式定量吸入器
PPI proton pump inhibitor プロトンポンプ阻害薬
RAD reactive airway disease 反応性気道疾患
RCT randomized controlled trial 無作為化比較試験
Rrs respiratory resistance 呼吸抵抗
RS ウイルス respiratory syncytial virus RS ウイルス
SABA short acting β2 agonist 短時間作用性吸入β2 刺激薬
SCIT subcutaneous immunotherapy 皮下免疫療法

SFC salmeterol xinafoate/fluticasone propionate 
combination

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン
プロピオン酸エステル配合剤

SLIT sublingual immunotherapy 舌下免疫療法
SLM salmeterol サルメテロール
SM salmeterol xinafoate サルメテロールキシナホ酸塩
SpO2 oxygen saturation of peripheral artery 動脈血酸素飽和度
SVC slow vital capacity 静的肺活量
TGF transforming growth factor トランスフォーミング増殖因子
Th2 細胞 type 2 T helper cell 2 型ヘルパー T 細胞
TSLP thymic stromal lymphopoietin 胸腺間質性リンパ球新生因子
TUE therapeutic use exemption 薬物の治療目的使用に関わる除外措置
VCD vocal cord dysfunction 声帯機能不全

VI vilanterol trifenatate/fluticasone furoate ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ
カゾンフランカルボン酸エステル

VOCs volatile organic compounds 揮発性有機化合物
WADA World Anti-Doping Agency 世界アンチ・ドーピング機構
Xrs respiratory system reactance 呼吸リアクタンス
Zrs respiratory system impedance 呼吸インピーダンス
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「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2020」の利益相反

　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 in-
terest, 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 2020」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。
　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。

　2020 年 10 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。対象期間は過去 3 年度〔2017 年度（1 月
1 日〜12 月 31 日）〜2019 年度（1 月 1 日〜12 月 31 日）〕以内とした。
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、アストラゼネカ株式会社、小野薬品工業株式会社、キッコーマン
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、第一三共株式会社、大
鵬薬品工業株式会社、帝人ファーマ株式会社、鳥居薬品株式会社、日本ベーリンガーインゲ
ルハイム株式会社、ノバルティスファーマ株式会社、ピアス株式会社、ファイザー株式会社、
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、
Meiji Seika ファルマ株式会社、MSD 株式会社、Regeneron Pharmaceuticals Inc
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JPGL2020 の作成方法・CQ

第 1 章



1．JPGL2020 の目的

　わが国では、治療薬の開発と普及に伴って小児の気管支喘息（以下、喘息）の入院数や喘
息死は減少した。しかし、有病率は依然として高く、不十分な管理により容易に重症化す
る。したがって、小児の喘息治療に携わる者には、薬剤の選択、使用方法、そして日常管理
の指導に至るまでの一連の理解が求められる。JPGL2020 の目的は、わが国における小児の
喘息の標準的な治療・管理方法を提示し、喘息児のQOLを改善させるために必要な情報を
医療者に提供することである。本冊子とこれを補完するWeb 版（日本小児アレルギー学会
ホームページにて無料公開）を併用し、すべての小児喘息患者に標準的な治療が提供される
ことを期待する。

2．本ガイドラインの基本姿勢

　小児の喘息は、小児の幅広い年齢層に認められる疾患であり、有病率は約 5％と高い。激
減しているものの、依然として 20 歳未満の喘息死は存在している。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広く医療者に提供することは、
喘息児およびその保護者にとっても朗報となる。
　本ガイドラインは、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、現時
点での最新のエビデンスに基づいた内容とした。特に、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。小児喘息の病態および発症機序は十分には解明
されておらず、予防、診断、治療のエビデンスが不十分な点も多い。十分なエビデンスが存
在しないと判断された場合でも、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加えて、わ
が国における小児喘息の治療・管理における標準的指針を示した。

JPGL2020 の作成方法・CQ第 1 章

　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 2017』（JPGL2017）を改訂して、今回、JPGL2020 を公表した。
JPGL2020 では、JPGL2017 から引き続き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『Minds 診療ガイドライ
ン作成マニュアル 2017』に沿って作成することを基本方針とした。
第 1章では、JPGL2020 の作成方法について紹介する。
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　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。
・�診断と同時に、治療前の臨床症状に基づいて重症度の判定を行う。
・�治療・管理を進めるにあたっては、喘息の病態が慢性の気道炎症と気道過敏性であること
を考慮する。

・�治療戦略で特に重要なものは、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・啓発である。

・�重症度の判定に基づいて治療を開始した後も継続的にコントロール状態を評価し、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。また、コントロール状態に影響を及ぼす合併症への
対応も行う。

・�良好なコントロール状態を維持するため、薬物療法ならびに環境整備の意義や方法などを
患児および家族が理解し、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。

　現時点で残された課題は第 13 章に示したが、今後も学術の進歩・発展、社会の要請に対
応しながら、新たなエビデンスを反映させて、3〜5年ごとによりよいものに更新させていく。

　なお、JPGL2020 は他の診療ガイドラインと同様に、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を決めることを妨げないが、担当医が JPGL2020 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を行うとともに診療録にその理由を記載することに
留意すべきである。

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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3．JPGL2020 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、
慢性疾患の治療・管理を行う上での基本となっている。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『アレルギー疾患治療ガイドライン』の「気管支喘
息」の項目である。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。その後、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
に対する考え方の変化に対応して、2002 年、2005 年、2008 年、2012 年に改訂を加えてき
た。2017 年には CQを設定してエビデンスに基づいたガイドラインであることをより明確
化した（過去の作成委員会一覧はWeb 版を参照）。
　当初の JPGL の特徴は、乳児から 15 歳までの長期管理を、2歳未満、2〜5歳、6〜15 歳
の 3群に分類した点であり、JPGL2002 からは 2歳未満（乳児喘息）への早期対応が重要と
考えて新たに章を設けた。この考え方は小児喘息の管理に一定の進歩をもたらしたが、その
後の知見の集積で 2歳未満の児を区別する特別な意義が少なくなったことより、JPGL2017
からは長期管理について 5歳以下と 6〜15 歳の 2つの年齢群の分類とした。
　喘息の重症度については、成人や海外ガイドラインとは 1段階違った重症度の表現を用い
（成人における『喘息予防・管理ガイドライン』の軽症持続型が JPGL の中等症持続型に該
当する）、軽症例に対しても早期から抗炎症作用を有する薬剤による介入を推奨する治療方
針としている。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されてい
る。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ており、JPGL の普及が大きい役割
を果たしたと考えられる。
　JPGL2017 からはガイドラインの統括委員会、作成委員会、システマティックレビュー
チームをそれぞれ組織し、作成委員会には外部委員も加わった。そして、作成の最終段階で
日本小児アレルギー学会の代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。
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4．利用者

　喘息は、小児の慢性疾患のうち最も頻度の高い疾患の 1つである。したがって、大多数は
第一線の実地医家によって診断・治療・管理がなされる。そこで、JPGL2020 は、主たる利
用者を実地医家として作成された。また、小児喘息治療の成否は自己管理、生活様式、環境
などに依存するため、患者教育をはじめとした包括的な管理を多職種で取り組む必要があ
る。そこで看護師・薬剤師などのチーム医療関係者も JPGL2020 の利用対象となる。さら
に、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ので、小児期から
持続した成人喘息を診療する関係者にも利用される。

5．作成委員会の構成

　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。前回の JPGL2017 より診
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）は、ガイ
ドライン統括委員の一部が兼任した学会代議員である委員 13 人、日本小児呼吸器学会、日

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
委員 足立　雄一 富山大学学術研究部医学系小児科学講座

荒川　浩一 社会福祉法人希望の家附属北関東アレルギー研究所
飯野　　晃 なすのがはらクリニック
池田　政憲 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学
今井　孝成 昭和大学医学部小児科学講座
海老澤元宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センター
大嶋　勇成 福井大学医学系部門医学領域小児科学
大矢　幸弘 国立成育医療研究センター・アレルギーセンター
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
楠　　　隆 龍谷大学農学部食品栄養学科小児保健栄養学研究室
是松　聖悟 中津市立中津市民病院
下条　直樹 千葉大学予防医学センター
手塚純一郎 福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科
南部　光彦 なんぶ小児科アレルギー科
西小森隆太 久留米大学医学部小児科
長谷川俊史 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座
三浦　克志 宮城県立こども病院アレルギー科
森川　みき 森川小児科アレルギー科クリニック
吉原　重美 獨協医科大学医学部小児科学
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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、患者団体からの外
部委員 6人の作成委員と、委員が推薦した執筆協力者（15 人）（表 1-5）を加えて構成し
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、JPGL2017 のメン
バーに公募で選考されたメンバーを加えて 22 人が選考された（表 1-6）。

表 1-4　ガイドライン作成委員会（委員・外部委員・顧問）

委員長 足立　雄一 第 1 章、第 14 章 富山大学学術研究部医学系小児科学講座
副委員長 滝沢　琢己 第 7 章 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野
副委員長 二村　昌樹 第 1 章 国立病院機構名古屋医療センター小児科
委員 下条　直樹 第 2 章 千葉大学予防医学センター

飯野　　晃 第 3 章 なすのがはらクリニック
海老澤元宏 第 4 章 国立病院機構相模原病院臨床研究センター
望月　博之 第 5 章 東海大学医学部総合診療学系小児科学
大矢　幸弘 第 6 章 国立成育医療研究センター・アレルギーセンター
勝沼　俊雄 第 8 章 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科
吉原　重美 第 9 章 獨協医科大学医学部小児科学
亀田　　誠 第 10 章 大阪はびきの医療センター小児科
井上　壽茂 第 11 章 住友病院小児科
福家　辰樹 第 12 章 国立成育医療研究センター・アレルギーセンター　

総合アレルギー科
藤澤　隆夫 第 13 章 国立病院機構三重病院

外部委員 岩永　賢司 日本アレルギー学会（内科医） 近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科
栗山真理子 患者会（患者の母親） NPOアレルギー児を支える全国ネット

「アラジーポット」
黒木　春郎 日本外来小児科学会

（小児プライマリケア医）
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　真人 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
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表 1-5　ガイドライン執筆協力者
 担当章

山出　史也 千葉大学医学部附属病院小児科 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
永倉　顕一 国立病院機構相模原病院小児科 第 4 章
平井　康太 東海大学医学部付属八王子病院小児科 第 5 章
宮地裕美子 国立成育医療研究センター・アレルギーセンター

総合アレルギー科
第 6 章

伊藤　靖典 富山大学医学部小児科 第 7 章
八木　久子 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 第 7 章
三浦　克志 宮城県立こども病院アレルギー科 第 8 章
堀野　智史 宮城県立こども病院アレルギー科 第 8 章
福田　啓伸 なすこどもクリニック小児科・アレルギー科 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
高橋　真市 住友病院小児科 第 11 章
夏目　　統 浜松医科大学小児科 第 12 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／小児科 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

表 1-6　システマティックレビューチーム
担当CQ

SR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・アレルギーセンター

総合アレルギー科
－

SR委員 中島　陽一 藤田医科大学医学部小児科学 CQ1, CQ7
田中　裕也 兵庫県立こども病院アレルギー科 CQ1, CQ7
鈴木　修一 国立病院機構下志津病院小児科／アレルギー科 CQ1, CQ7
佐藤幸一郎 国立病院機構高崎総合医療センター小児科 CQ1, CQ7
村井　宏生 福井大学医学系部門医学領域小児科学 CQ2, CQ6, CQ7
三浦　太郎 東京医科大学八王子医療センター小児科 CQ2, CQ6, CQ7
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 CQ2, CQ6, CQ7
高岡　有理 大阪はびきの医療センター小児科 CQ3, CQ4
真部　哲治 まなべ小児科クリニック CQ3, CQ4
桑原　　優 愛媛大学大学院医学系研究科地域救急医療学講座 CQ3, CQ4
赤司　賢一 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 CQ5, CQ9
錦戸　知喜 大阪母子医療センター呼吸器・アレルギー科 CQ5, CQ7, CQ9
杉本　真弓 徳島大学病院小児科 CQ5, CQ9
前田　麻由 昭和大学医学部小児科学講座 CQ8, CQ12
川本　典生 岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 CQ8, CQ12
高橋　亨平 国立病院機構相模原病院小児科 CQ8, CQ12
山出　晶子 千葉県こども病院アレルギー・膠原病科 CQ10, CQ11
和田　拓也 富山市立富山市民病院小児科 CQ10, CQ11
北沢　　博 東北医科薬科大学医学部小児科 CQ10, CQ11
齋藤麻耶子 国立成育医療研究センター・アレルギーセンター

総合アレルギー科
CQ10, CQ11
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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方法に準拠した。具体的には、
「長期管理」（第 7章）および「急性増悪（発作）」（第 8章）、「乳幼児喘息」（第 9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。JPGL2017 で設定したCQを
含めて SRチームが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。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。
　その他の章においては、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

　JPGL2020 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。
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8．クリニカルクエスチョン（clinical question, CQ）の一覧

　JPGL2017 で推奨なしとした 1個の CQを除く 7個の CQに、今回の改訂で 5個を加えた
合計 12 個とした。

【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？

CQ4：�小児喘息患者の長期管理において、呼気中の一酸化窒素（NO）濃度（FeNO）値に
基づく管理は有用か？

CQ5：�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？

CQ6：�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？

CQ7：�小児喘息患者の長期管理において、ダニアレルゲン特異的免疫療法は有用か？
【急性増悪（発作）】
CQ8：�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？
CQ9：�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？

CQ10：�小児喘息患者の急性増悪（発作）時の入院治療に全身性ステロイド薬は有用か？
CQ11：�小児喘息患者の急性増悪（発作）時に特定の経口ステロイド薬の使用法（種類、用

量、期間など）が推奨されるか？
【乳幼児喘息】
CQ12：�小児のウイルス感染による喘鳴の治療にロイコトリエン受容体拮抗薬（LTRA）は

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2，3）。
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1 ）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）など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 2017 年 12 月 31 日までの掲載論文を検索した。JPGL2017 のコクランレ
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も、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、2017 年 12
月 31 日までの掲載論文の検索を行った。
　JPGL2017 で採用されていたCQについては、JPGL2017 で行った 2016 年 5 月以降の追加
検索とした。

2 ）スクリーニング
　コクランレビューなどの 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チームの複数のメンバーがそれぞれ独立して抽出し、結果を照合した。
結果が一致しなかったときは別のメンバーを加えて協議した。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。

3 ）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。

4 ）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。

5 ）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。
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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、JPGL2020 で新規に採用したCQについ
ては SRの詳細を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。
　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、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。新規採用以外のCQは、ガイドライン作成委員会で追加検索の
結果を考慮して、現行の推奨に変更が必要かを検討した。JPGL2017 から引き続き採用した
7つの CQについては、推奨の変更なしとの結論に至った。

11．JPGL2017 からの主な変更点

　「思春期・青年期喘息」を「思春期・青年期喘息と移行期医療」と章のタイトルを変更
し、小児期から成人期の治療管理について詳細に解説した。小児喘息の一部は成人期まで持
ち越すため、JPGL から成人用の『喘息予防・管理ガイドライン』（JGL）へ途切れなく一貫
した治療管理を行うための要点を記載した。また学童期と思春期には患者自身の能動的な受
療行動を促し、必要なタイミングで成人喘息の専門医への移行させることの必要性について
も解説した。
　病態生理に関して、喘息に関する免疫学的な病態の図を提示し、サイトカインなどの影響
をイメージしやすくした。
　長期管理では、薬物療法プランの図をステップアップがよりイメージしやすくなるよう階
段状の図に変更した。また重症喘息への使用機会が増えた生物学的製剤については、使用に

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。
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際して評価すべき項目をまとめた。
　乳幼児喘息については、診断的治療の詳細な手順をフローチャートで具体的に図示した。
　合併症の章は呼吸器関連に限定せずに記載し、アレルギー性鼻炎などの合併症を考慮した
喘息診療について解説した。

12．今後の予定

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予定である。

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予定である。

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 JPGL2020 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。

［参考文献］
1）相原守夫．診療ガイドラインのためのGRADEシステム　─第 2版─．青森，凸版メディア，2015．
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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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
を心がけることが推奨される。 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、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の追加治療が提案さ
れる。 2 C

CQ
4

New

小児喘息患者の長期管理において、呼気中の一酸化窒素（NO）濃度（FeNO）値に基
づく管理は有用か？

臨床症状とFeNO値を合わせてコントロール状態を評価して長期管理
することが提案される。 2 B

CQ
5

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が提案される。 3 C

CQ
6

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 を用いることが提案される。 2 B

CQ
7

New

小児喘息患者の長期管理において、ダニアレルゲン特異的免疫療法は有用か？

ダニに感作された小児喘息患者にダニアレルゲン特異的免疫療法を標
準治療とすることが提案される。ただし、現時点では舌下免疫療法は
喘息への保険適用がない。

2 B

推奨度 エビデンス
レベル

Clinical Question（CQ）と推奨文、
推奨度・エビデンス一覧
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CQ
8

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 を増量しないことが提案される。 3 B

CQ
9

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
10

New

小児喘息患者の急性増悪（発作）時の入院治療に全身性ステロイド薬は有用か？

入院治療に全身性ステロイド薬を投与することが提案される。 2 C

CQ
11

New

小児喘息患者の急性増悪（発作）時に特定の経口ステロイド薬の使用法（種類、用量、
期間など）が推奨されるか？

急性増悪（発作）時に特定の経口ステロイド薬の使用法は提案されな
い。 3 D

CQ
12

New

小児のウイルス感染による喘鳴の治療にロイコトリエン受容体拮抗薬（LTRA）は有用
か？

小児のウイルス感染による喘鳴の治療として、LTRAを投与しないこ
とが提案される。 3 B

　CQ1〜CQ3、CQ5、CQ6、CQ8、CQ9 は、『JPGL2017』から引き続き採用したCQであ
り、CQ4、CQ7、CQ10〜Q12 は、『JPGL2020』で新規に採用したCQである。
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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？

CQ
1

推 奨

解 説

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
心がけることが推奨される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

1 B
（中）

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）

　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 0.48 cm/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 使用
群で、男は 0.8 cm の成長抑制で有意差はなく、女は 1.8 cm の成長抑制で有意差あり、男女
平均では 1.2 cm 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が推奨される。

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

（JPGL2017-CQ1）
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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

解 説

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、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
（中）

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）

　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�cor-
ticosteroids�for�chronic�asthma�in�children.�Cochrane�Database�Syst�Rev.�2015；(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．

（JPGL2017-CQ2）
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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？

CQ
3

推 奨

解 説

ICS で長期管理中の小児喘息患者において LTRAの追加治療が提案され
る。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 C
（弱）

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）

　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、JPGL
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�corticoste-
roids�in�children�with�persistent�asthma.�Cochrane�Database�Syst�Rev.�2013；(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．

（JPGL2017-CQ3）
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小児喘息患者の長期管理において、呼気中の一酸化窒素（NO）濃度
（FeNO）値に基づく管理は有用か？

CQ
4

New

推 奨

解 説

臨床症状とFeNO値を合わせてコントロール状態を評価して長期管理す
ることが提案される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 B
（中）

1． 臨床症状と FeNO値を合わせて 
管理することを推奨  15％（ 3/20）

2． 臨床症状と FeNO値を合わせて 
管理することを提案  80％（16/20）

3． 臨床症状と FeNO値を合わせて 
管理しないことを提案  5％（ 1/20）

4． 臨床症状と FeNO値を合わせて 
管理しないことを推奨  0％（ 0/20）

　小児喘息の長期管理において、FeNO値による評価を加えた効果を検討した無作為化比較
対照試験は 9試験あった。対象者のほとんどが 6歳以上のアトピー型で、試験開始時には吸
入ステロイド薬（ICS）使用にかかわらず症状コントロールが不良であった。1試験のみア
レルギー性鼻炎などFeNO値を上昇させ得る疾患の合併を除外していた。長期管理薬を調
節するFeNOの基準値は、3試験で 20�ppb、6 試験で 10〜50�ppb の範囲と異なる基準を採
用していた。FeNO値による評価を追加することで、急性増悪（発作）を起こした人数なら
びに全身性ステロイド薬を要する急性増悪（発作）を起こした人数は有意に減少した。一方
で、急性増悪（発作）の頻度、呼吸機能、症状スコア、QOL、ICS 減量に関しては有意な
改善は認められなかった。以上より、FeNO値に基づく管理には小児喘息の長期管理におい
て有用な点もあり、臨床症状と合わせてコントロール状態を評価することが提案される。た
だし、FeNO値はさまざまな状況に影響を受けるため、その判断には十分な注意が必要であ
る。

［参考文献］
1）Petsky�HL,�Kew�KM,�Chang�AB.�Exhaled�nitric�oxide� levels�to�guide�treatment� for�children�with�
asthma.�Cochrane�Database�Syst�Rev.�2016；11�(11)：CD011439.

2）真部哲治，高岡有理，桑原　優，他．喘息治療・管理ガイドライン委員会報告．日小ア誌．2020；
34：419-27．
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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？

CQ
5

推 奨

解 説

現時点では ICS の間欠吸入を標準治療としないことが提案される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

3 C
（弱）

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）

　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。小児を対象とした
無作為化比較対照試験は 6試験で、未就学児 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）を抑制したが、入院率には有意差を認めなかった。喘息スコアについては、未
就学児（1歳以上 6歳未満）では ICS 間欠吸入により改善が認められたが、5歳以上の児で
は有意差を認めなかった。重大な有害事象の発生率、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 の種類、間欠吸入の投与
量や使用日数は一定ではなく、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が提案される。

［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；(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．

（JPGL2017-CQ4）
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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？

CQ
6

推 奨

解 説

中等症持続型以上の基本治療では ICS を用いることが提案される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 B
（中）

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）

　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
使用が推奨されるが、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�man-
agement�of�recurrent�and/or�chronic�asthma� in�adults�and�children.�Cochrane�Database�Syst�Rev.�
2012；2012�(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．

（JPGL2017-CQ5）
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小児喘息患者の長期管理において、ダニアレルゲン特異的免疫療法は有
用か？

CQ
7

New

推 奨

解 説

ダニに感作された小児喘息患者にダニアレルゲン特異的免疫療法を標準
治療とすることが提案される。ただし、現時点では舌下免疫療法は喘息
への保険適用がない。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 B
（中）

1．標準治療とすることが推奨  5％（ 1/20）
2．標準治療とすることが提案  50％（10/20）
3．標準治療としないことが提案  40％（ 8/20）
4．標準治療としないことが推奨  5％（ 1/20）

　小児喘息患者におけるダニアレルゲン特異的免疫療法とプラセボを比較検討した無作為化
比較対照試験は、皮下免疫療法（SCIT）と舌下免疫療法（SLIT）を合わせて 16 試験あっ
た。SCIT の検討では、喘息症状、頓用薬の使用、全身性ステロイド薬の使用、長期管理薬
の使用量に対する改善効果が認められたが、医療機関受診回数や呼吸機能には有意差は認め
られなかった。SLIT では、喘息症状や呼吸機能に対する改善効果が認められたが、頓用薬
の使用、全身性ステロイド薬の使用、長期管理薬の使用量には有意差は認められなかった。
また、SCIT では死亡例を含む副反応が報告されており、SLIT にも全身症状は少ないなが
ら副反応が報告されている。以上より、ダニアレルゲン特異的免疫療法には小児喘息に対す
る治療効果が期待でき、十分な注意を払った上でダニに感作された小児喘息に対する長期管
理における標準治療の一つとすることを提案する。
　本推奨に際してガイドライン委員の中でも意見が分かれ、現状での標準治療としての提案
に懸念する意見もあった。しかし、一定の効果が認められることと今後の治療方法の改良な
どによる安全性の確立に期待して標準治療として提案した。なお、現時点でわが国では 5歳
以上の小児喘息に対して SCIT の保険適用があるが、SLIT は小児喘息に保険適用がない。

［参考文献］
1）Rice�JL,�Diette�GB,�Suarez-Cuervo�C,�et�al.�Allergen-specific�immunotherapy�in�the�treatment�of�pedi-
atric�asthma：A�Systematic�Review.�Pediatrics.�2018；141：e20173833.

2）田中裕也，佐藤幸一郎，鈴木修一，他．喘息治療・管理ガイドライン委員会報告．日小ア誌．2020；
34：428-33．
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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？

CQ
8

推 奨

解 説

急性増悪（発作）時に ICS を増量しないことが提案される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

3 B
（中）

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）

　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。JPGL2017 以降、新たに関連する 1試験の報告があった。その試
験では 5〜11 歳を対象とし、急性増悪（発作）の前駆症状が見られた際に ICS を 5 倍に増
量しても、全身性ステロイド薬を必要とする急性増悪（発作）の発生率は低下しなかった。
さらに、5倍に増量した群は身長増加が年間 0.23�cm 低下していたことから、ICS 増量によ
る悪影響の可能性も指摘された。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
が提案される。

［参考文献］
1）Kew�KM,�Quinn�M,�Quon�BS,�et�al.�Increased�versus�stable�doses�of�inhaled�corticosteroids�for�exac-
erbations� of� chronic� asthma� in� adults� and� children.�Cochrane�Database�Syst�Rev.� 2016；(6)：
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．

3）Jackson�DJ,�Bacharier�LB,�Mauger�DT,�et�al.�Quintupling�Inhaled�Glucocorticoids�to�Prevent�Child-
hood�Asthma�Exacerbations.�N�Engl�J�Med.�2018；378：891-901.

（JPGL2017-CQ7）
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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？

CQ
9

推 奨

解 説

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
（弱）

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）

　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救急外来 15 試験、
入院 2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間は有意に短く、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。また、入院では両群で入院期間や
喘息スコアに差を認めず、有害事象としての動悸や不穏の頻度はスペーサー使用群で有意に
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、③ SABA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、⑤ SABA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をつけがたく、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�treat-
ment�of�acute�asthma.�Cochrane�Database�Syst�Rev.�2013；2013�(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．

3）Leelathipkul�L,�Tanticharoenwiwat�P,�Ithiawatchakul�J,�et�al.�MDI�with�DIY�spacer�versus�nebulizer�
for�bronchodilator�therapy�in�children�admitted�with�asthmatic�attack.�J�Med�Assoc�Thai.�2016；99�
Suppl�4：S265-74.

4）Mitselou�N,�Hedlin�G,�Hederos�CA.�Spacers�versus�nebulizers�in�treatment�of�acute�asthma�-�a�pro-
spective�randomized�study�in�preschool�children.�J�Asthma.�2016；53：1059-62.

（JPGL2017-CQ6）
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小児喘息患者の急性増悪（発作）時の入院治療に全身性ステロイド薬は
有用か？

CQ
10

New

推 奨

解 説

入院治療に全身性ステロイド薬を投与することが提案される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

2 C
（弱）

1．投与することが推奨  25％（ 5/20）
2．投与することが提案  70％（14/20）
3．投与しないことが提案  5％（ 1/20）
4．投与しないことが推奨  0％（ 0/20）

　小児喘息患者の入院治療における全身性ステロイド薬の効果を検討した無作為化比較対照
試験は 10 試験あった。いずれの試験にも集中治療を要する患者や定期的な経口ステロイド
薬服用患者は含まれていなかった。急性増悪（発作）による入院中の全身性ステロイド薬投
与は、症状の早期改善と退院後の再燃減少に効果が認められた。しかし、入院期間、呼吸機
能、酸素投与期間、気管支拡張薬の需要には有意な効果は認められなかった。年齢に関して
は、6歳以上を対象とした 1試験で症状スコアの改善が見られ、6歳未満を対象とした試験
では改善効果は認められなかった。その他のアウトカムでは対象年齢による効果の違いを検
討できるデータは存在しなかった。副作用についてはプラセボと比較して有意差がないとい
う報告が多い一方で、一過性の副腎抑制を認めるという報告も存在した。現時点では、入院
患者全例に対して全身性ステロイド薬投与を推奨する強い根拠は存在していない。しかし、
急性増悪（発作）の際の症状改善に効果が認められており、発作強度や症状改善の程度を評
価し、漫然と投与することなく必要十分な期間において全身性ステロイド薬を使用すること
が提案される。

［参考文献］
1）Smith�M,�Iqbal�S,�Elliott�TM,�et�al.�Corticosteroids�for�hospitalised�children�with�acute�asthma.�Co-
chrane�Database�Syst�Rev.�2003；2003�(2)：CD002886.

2）山出晶子，北沢　博，和田拓也，他．喘息治療・管理ガイドライン委員会報告．日小ア誌．2020；
34：291-302．
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小児喘息患者の急性増悪（発作）時に特定の経口ステロイド薬の使用法
（種類、用量、期間など）が推奨されるか？

CQ
11

New

推 奨

解 説

急性増悪（発作）時に特定の経口ステロイド薬の使用法は提案されない。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

3 D
（とても弱い）

1．特定の使用法にすることを推奨  0％（0/20）
2．特定の使用法にすることを提案  25％（5/20）
3．特定の使用法にしないことを提案  45％（9/20）
4．特定の使用法にしないことを推奨  30％（6/20）

　小児喘息患者の急性増悪（発作）に対して経口ステロイド薬の異なる使用法による効果を
検討した無作為化比較対照試験は 9試験あった。それぞれの試験では、薬剤の種類（プレド
ニゾロンとデキサメタゾン）、用量（プレドニゾロン）、期間（プレドニゾロンやデキサメタ
ゾン）について検討していた。急性増悪（発作）による入院、追跡期間中の再入院、追跡期
間中の医療従事者の訪問を必要とする再燃に関して、いずれの試験においても使用法の違い
による差は認められなかった。また、重篤な有害事象はいずれの試験でも認めなかった。以
上の結果より、急性増悪（発作）時における経口ステロイド薬の使用法の違いによる臨床効
果の優劣は明らかではなく、推奨される特定の使用法はない。

［参考文献］
1）Normansell�R,�Kew�KM,�Mansour�G.�Different�oral�corticosteroid�regimens� for�acute�asthma.�Co-
chrane�Database�Syst�Rev.�2016；(5)：CD011801.

2）山出晶子，北沢　博，和田拓也，他．喘息治療・管理ガイドライン委員会報告．日小ア誌．2020；
34：303-11．
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小児のウイルス感染による喘鳴の治療にロイコトリエン受容体拮抗薬
（LTRA）は有用か？

CQ
12

New

推 奨

解 説

小児のウイルス感染による喘鳴の治療として LTRAを投与しないことが
提案される。

推奨度 エビデンスレベル 投票結果

3 B
（中）

1．投与することが推奨される  15％（ 3/20）
2．投与することが提案される  30％（ 6/20）
3．投与しないことが提案される  50％（10/20）
4．投与しないことが推奨される  5％（ 1/20）

　小児のウイルス感染に伴う喘鳴に対して LTRAの投与の効果を検討した無作為化比較対
照試験は 4試験あった。3試験は 5歳未満を、1試験は 2〜14 歳を対象としていた。また、2
試験ではすでに喘息と診断されたものが対象となっていた。小児のウイルス感染による喘鳴
に対して LTRAを使用することで、経口ステロイド薬の使用、救急外来受診や入院回数な
どを減らす効果は認められなかった。一部の項目（症状スコア、医療機関への予定外受診
率、1日あたりの気管支拡張薬の使用頻度）において統計学的に有意差のある有効性が認め
られたが、臨床的な有用性を示すほどの差ではなかった。小児のウイルス感染による喘鳴の
治療として LTRAを投与しないことが提案される。

［参考文献］
1）Brodlie�M,�Gupta�A,�Rodriguez-Martinez�CE,�et�al.�Leukotriene�receptor�antagonists�as�maintenance�
and�intermittent�therapy�for�episodic�viral�wheeze�in�children.�Cochrane�Database�Syst�Rev.�2015；
(10)：CD008202.

2）川本典生，前田麻由，高橋亨平，他．喘息治療・管理ガイドライン委員会報告．日小ア誌．2020；
34：312-8．
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第 2 章 定義、病態生理、診断、重症度分類 

・ 喘息は、気道の慢性炎症を特徴とし、発作性に起こる気道狭窄によって、咳嗽、呼気性

喘鳴、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 2018』（JGL2018）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おり、2017 年以降は０〜14 歳の喘息死はゼロであ

った。 

  



第 4 章 危険因子とその対策 

・ 喘息の危険因子には、発症寄与因子と増悪因子がある。喘息の発症には個体因子と環境

因子が複合的に影響し、増悪にはさまざまな環境因子が関与する。個々の患者の発症・

増悪に関わる危険因子を明らかにし、それらへの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、細菌叢の異常などがある。 

・ 喘息の発症に関わる環境因子には、アレルゲン曝露、呼吸器感染症、室内空気・大気汚

染物質などがある。 

・ 喘息の急性増悪（発作）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、最も重要な増悪因子である。患者の病歴調査を注意深く行い、

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）の回避が推奨される。 

  



第 5 章 病態評価のための検査法 

・ 喘息は免疫学的には Th2 型に偏った状態であり、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が、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 抗体価の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。評価の上で難しい点もあるが、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。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。 

・ β2刺激薬吸入前後の１秒量を指標として気道可逆性を評価する。 

・ 簡便なピークフロー（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十分な効

果は得られない。そこに患者教育の果たす重要な役割がある。 

・ 患者教育では治療に直接・間接に関わる人すべてを対象とするが、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、喘息

児や保護者の状態も的確に把握し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 がよりよ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求められ

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。 

・ 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、喘息児の年齢、

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、増悪因子への対応、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小限の治療を行う。 

・ 長期管理における薬物療法では、主に症状発現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）時には症状を改善させ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、コントロール状態の悪化が一過性に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ときに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。症状

を重篤化・遷延化させないために、家庭では急性増悪（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

との鑑別も行う。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、急性増悪（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。 

・ 過去の急性増悪（発作）歴や受けた治療は、治療方針を決める上で参考になる。 

・ 低酸素血症の有無を 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小限に抑える。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

の医療機関や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。 

・ JPGL2020 では、５歳以下の反復性喘鳴のうち、24 時間以上続く明らかな呼気性喘鳴

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、呼気性喘鳴を

認めるが、β₂刺激薬に反応が乏しい症例に対しては、「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、治療反応を評価することである。治療を実

施している間は症状がなく、中止すると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であ

り、再度鑑別診断を行う。 

・ 乳幼児喘息を IgE 関連喘息と非 IgE 関連喘息に分類する。特に、「乳幼児 IgE 関連喘息

の診断に有用な所見」を満たす場合を IgE 関連喘息（アレルゲン誘発性喘息／アトピー

型喘息）といい、同所見を満たさない場合を非 IgE 関連喘息（ウイルス誘発性喘息な

ど）という。 

・ 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、血清総 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・青年期喘息と移行期医療 

・ 思春期から青年期は、身体的ならびに精神的な変化が大きく、不安定な時期であり、さ

まざまな要因が喘息のコントロール不良につながる。これらの増悪因子に対処するには、

小児期から診療を継続してきた担当医の役割は大きい。 

・ 小児期から継続して治療している患者が思春期後期（および青年期）になっても、一貫

性のある治療を継続することが重要である。 

・ 薬物療法は、JPGL が 15 歳まで、成人の喘息ガイドラインである JGL が 15 歳以上の

プランを提示しているので、これらに基づいて行う。しかし、同程度の喘息症状に対す

る治療は JPGL と JGL で基本的に同等なので、コントロール良好であれば JPGL の治

療を継続する。 

・ コントロールが不良となった場合は JGL のステップアップ治療を行い、JGL 治療ステ

ップ３の治療でもコントロール不良の場合は専門医に紹介する。 

・ 長期的には内科への転科を視野に入れ、医療を受けるという観点からの成長と自立、す

なわち「受動的受療行動」から「能動的受療行動」への変容を促す。この取り組みは思

春期前から始めることが望ましい。 

  



第 11 章 合併症とその対策 

・ 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

て適切な対策を講じ、アレルギー疾患として包括的に対応する。 

・ 慢性期では難治化要因として他の疾患が関与していないか詳細な評価を行い、関与して

いる場合にはそれぞれの合併症にも適切に対応する。ここではアレルギー性鼻炎、鼻副

鼻腔炎、胃食道逆流症（GERD）、肥満、心的要因・発達障がいについて述べる。 

・ 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。 

  



第 12 章 日常管理 

・ 喘息児に対して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。 

・ 運動により咳嗽、呼気性喘鳴、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）、もしくは運動誘発気管支収縮（EIB）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。 



JPGL の今後の課題
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　JPGL は、わが国における小児気管支喘息（小児喘息）の標準的な管理に治療を提示する
ことにより、喘息死の激減や喘息による入院の減少など、診療レベルの向上と喘息患児の
QOL 向上に大きく貢献してきた。
　2000 年の初版以来、数年毎の改訂を重ねたが、2017 年版の改訂からは、重要度が高い診
療項目について、エビデンスのシステマティックレビュー（SR）とその総体評価、益と害
のバランス、わが国特有の医療事情などを考慮した上で推奨を提示する evidence-based 
medicine（EBM）に基づくガイドラインとして生まれ変わった。公益財団法人日本医療機
能評価機構による正式な評価を受けて、Minds ガイドラインライブラリ（https://minds.jc-
qhc.or.jp）にも、その要約が掲載されている。
　今回の改訂においても、この方針を引き継ぎ、より臨床現場に有用な EBM に基づくガイ
ドラインを目指した。しかしながら、小児喘息の病態の全容とそれに基づく理想的な治療は
まだ十分に明らかにされていない。
　本章では、残された課題を整理することによって、よりよいガイドラインとしての次期改
訂に備えることとする。

JPGL の今後の課題

要 旨

よりよいガイドラインのために検討すべき課題

■小児気管支喘息の診断・治療に関する質の高い「日本発」のエビデンス
■乳幼児期の喘鳴疾患と喘息のフェノタイプ解明と診断・治療法の確立
■思春期・青年期喘息の病態解明と新たな治療指針の確立
■生物学的製剤の選択基準と適正使用のあり方
■アレルゲン免疫療法の喘息治療における位置づけ
■気道炎症・呼吸機能の経年変化を評価する客観指標の確立
■併存アレルギー疾患（アレルギー性鼻炎など）との総合的な診療
■感染症と喘息の関連の解明と新たな予防・治療法の確立
■アレルギー疾患対策基本法に基づくガイドラインの普及、診療の均てん化と研究推
進
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1．エビデンスに基づくガイドライン

　2017 年版では 8 つの Clinical Question（CQ）を挙げて、SR に基づいた推奨を行った。
2020 年改訂版では、この中から特に重要な 6 つの CQ を引き継ぎ、1 つは修正して 2 つの
CQ として明確化し、さらに 4 つの CQ を追加して、12 の CQ にまとめ、臨床現場の要望に
応えることとした。
　しかしながら、エビデンスの多くは海外での研究報告によるもので、遺伝因子、環境因
子、医療供給体制などが異なるわが国の小児喘息患者にそのまま当てはめることは必ずしも
適切でない。最近、日本発のエビデンスが着実に増えてはいるものの、いまだ十分とはいえ
ない。また、診療現場で迷いながら行われている診断や治療選択の多くについても、エビデ
ンスとなる報告が少ないのが現状である。
　結果として、今回のガイドラインもエキスパートによるコンセンサスの部分が少なくない
が、今後、わが国の小児を対象とした質の高い臨床研究がさらに行われ、より多くのエビデ
ンスを集積していくことが望まれる。

2．乳幼児喘息

　乳幼児期は、小児の喘息が（おそらく複雑なプロセスで）発症する時期であるが、一方、
生理学的・解剖学的な特徴によって喘息以外の疾患を背景とした喘鳴を反復しやすい時期で
もあることから、診断が容易でないことが長らく問題となってきた。世界的にも明確な診断
基準は確立されておらず、反復喘鳴のさまざまなフェノタイプ（phenotype）が提唱されて
いるのみである。
　その中で、JPGL は、2017 年版より「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」という比較的明確な基準を示すとともに、「診断的治療」を取り入れて、un-
dertreatment と overtreatment のいずれも減らすことを試みることで、一定の成果を上げ
てきたと考える。また、この時期は病態の heterogeneity が大きいこともわかってきたが、
JPGL2017 からは「IgE 関連喘息」および「非 IgE 関連喘息」と、あえて単純化した分類を
示して多様性を包括するとともに、この二つの概念の下で、新たな病態解明のための研究を
進めていく出発点を定めたといえる。
　今後は、より客観的な指標に基づいた診断基準が確立されるとともに、病態の解明をさら
に進めて、病態に基づいた（endotype-based）治療指針が確立されることが必要である。
喘息が発症する時期における適切な治療介入を行うことができれば、喘息の自然歴を修飾し
て、長期予後の改善も期待できるであろう。

223

第
　

章

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

13



3．思春期・青年期喘息

　最近、長期コホート研究によって喘息の自然歴についての新しい知見が報告されている。
例えば、小児期の呼吸機能低下が成人期、さらに、高齢期まで影響を及ぼしている可能性な
どが挙げられるが、これらの報告が示しているのは小児期発症の喘息を生涯にわたる疾患と
して、長期的な視点をもって管理すべきことである。ガイドラインにおいては、JPGL が小
児喘息を、日本アレルギー学会による『喘息予防・管理ガイドライン』（JGL）が成人喘息
を扱うことになっているが、自然歴を考えれば明らかなように、一人の患者の喘息が 2 期

（15 歳まで、15 歳以上など）に分かれるものではなく、治療と管理は連続的に行われなけれ
ばならない。そこで、今回の改訂では、思春期・青年期喘息の章において、この連続性につ
いてより踏み込んだ記載を行った。すなわち、「小児期から継続して治療している患者が思
春期後期（および青年期）になっても、一貫性のある治療を継続することが重要である」と
した。
　実際の薬物療法では、JPGL が 15 歳まで、JGL が 15 歳以上の薬物療法プランを提示して
いるため双方を参照するが、基本的には同程度の症状・頻度に対しての推奨される治療内容
は同等なので、ある年齢に達して全く異なる治療に移行するのではないこと、すなわち連続
性は保たれていることも強調した。しかしながら、実際には二つのガイドラインを参照する
という煩雑さがあり、いまだあるべき「連続的な治療指針」になっていないのが事実であ
る。JGL における成人喘息に対する薬物療法のエビデンスは、中年以上の患者を対象とし
た臨床研究の結果に基づくものが多く、思春期・青年期のデータは乏しい。一方、JPGL の
薬物療法プランも 6〜15 歳の年代を一つにまとめているが、学童と思春期後半では異なる可
能性がある。そして、思春期・青年期には喘息の自然寛解と重症化という相反現象が共存
し、呼吸機能はこの年齢でピークに達した後に加齢とともに低下が始まるなど、特有の病態
が想定される。
　また、GINA の 2019 年における改訂では、思春期・青年期以降の喘息管理として SABA
単独の治療を明確に否定して、軽症喘息に対する発作時のみの頓用でも ICS/ホルモテロー
ル配合剤の使用（あるいは SABA 吸入時に ICS 吸入併用）を推奨した1）。わが国では、こ
れまで JPGL、JGL はともに、より軽症から ICS を中心とした長期管理投与を推奨してお
り、今回の GINA の考え方を先取りしてきた。しかし、ICS/ホルモテロール配合剤につい
てはわが国で市販されている 2 製剤ともに頓用だけでの使用には保険適用がなく、ガイドラ
インでも記載していない。わが国での適応とガイドラインでの記載については今後の検討と
なろう。
　思春期・青年期のエビデンスに基づいた治療指針の確立のために、さらなる研究の発展が
望まれる。
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4．生物学的製剤

　喘息の病態解明が進み、Th2 型炎症を形成する分子を標的とした生物学的製剤が利用可
能となり、高用量 ICS でもコントロールが困難であった重症喘息に画期的な効果を得られ
るようになった。現在、小児に適応のあるヒト化抗 IgE モノクローナル抗体（オマリズマ
ブ；6 歳以上）、ヒト化抗 IL-5 モノクローナル抗体（メポリズマブ；6 歳以上）、ヒト型抗
IL-4/IL-13 受容体モノクローナル抗体（デュピルマブ；12 歳以上）、ヒト化抗 IL-5 受容体
α モノクローナル抗体（ベンラリズマブ；15 歳以上）の他にも、さまざまな分子を標的と
した薬剤の開発が進んでいる。重症喘息患者にはまさに朗報といえる。本ガイドラインでは

「治療ステップ 4 の基本治療を行ってもコントロールが得られない場合」には、あらためて
鑑別診断を行い、他の疾患が鑑別できれば「難治性喘息」として、薬物療法以外の介入を十
分に行い、それでもコントロール困難な場合に「真の重症喘息」として生物学的製剤を含む
薬物療法の強化を考慮する。
　しかし、どのような患者にどのような薬剤を選択するかについては、参考とすべきバイオ
マーカーがいまだ十分に明らかにされていない。現在の薬剤はいずれも Th2 型炎症の経路
を抑制するものであるが、その中でも多様性があるはずであるが個別の病態と薬剤適応のエ
ビデンスは不足している。また、効果が得られた場合の中止基準と中止時期も明らかではな
い。これらの薬剤は病態メカニズムの上流に作用することから、重症化のリスクが高い症例
への進展予防として投与することの妥当性も知りたいところであるが、非常に高価な薬剤で
あるため適正使用には一層の留意が求められる。
　これらの課題解決のためには、今後の研究の進歩に期待するだけでなく、臨床現場での注
意深い使用経験の積み重ねも重要である。本改訂では、生物学的製剤使用に際して、評価す
べき項目とそのチェックリストを提示した。生物学的製剤を使用するすべての医師がデータ
を着実に集積していくことが次の進歩につながるはずである。

5．アレルゲン免疫療法の可能性

　アレルゲン免疫療法は病因アレルゲンに対する免疫応答を修飾することにより、症状の緩
和だけでなく、アレルギー疾患の自然経過を変え得る可能性があるため、その臨床的な意義
は ICS を中心とした薬物療法とは異なる。アレルゲン免疫療法により、アレルゲン特異的
Th2 型免疫応答の緩和、Th1 型免疫応答の誘導、制御性 T 細胞の誘導、アレルゲン特異的
IgG4 抗体の産生などが期待できることが明らかになっている。
　わが国の小児喘息の多くはダニが主要アレルゲンであり、ダニアレルゲン皮下免疫療法は
保険適用があって、臨床効果のエビデンスも高い。しかし、わが国におけるアレルゲン皮下
免疫療法の歴史は長いものの、当初は標準化されていない低濃度のアレルゲンが用いられて
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いたことや効果発現が緩徐であること、より効果の高い ICS が普及したことで、ほとんど
行われなくなり、ダニの標準化アレルゲンが使用可能となった現在も普及していないのが現
実である。
　最近は、より安全性の高い舌下免疫療法（ダニアレルゲン、スギアレルゲン）がアレル
ギー性鼻炎に対する治療として普及してきているが、わが国では喘息に対しては保険適用が
ない。海外のエビデンスはダニアレルゲンを用いた舌下免疫療法が小児喘息に有効であるこ
とを示しているので、わが国でも十分なエビデンスを積み重ねて、保険適用されることが望
まれる。
　アレルゲン免疫療法の課題は、1）ダニアレルゲン舌下免疫療法の喘息への適応、2）その
他の治療用標準化アレルゲンの開発、3）アレルゲン免疫療法の小児喘息の長期予後への効
果の解明、などである。

6．バイオマーカー

　現在、喘息の治療の選択は、臨床症状から重症度とコントロール状態を評価することで行
われるが、気道炎症の病態を反映するバイオマーカーを参考にすることによって、より精度
の高い治療が可能となるはずである。本ガイドラインでは、第 5 章で現在利用可能なバイオ
マーカー〔好酸球数、呼気中一酸化窒素濃度（FeNO）や呼吸機能など〕について、その臨
床応用のエビデンスを解説したが、実際には 2017 年版以来、この分野については大きな進
展がない。
　生物学的製剤の適応に関連して、末梢血好酸球数が注目されているが、小児において明確
な基準はまだ確立されていない。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のエビデンスは十分とはいえない。強制オシレーション法
についても、判定基準は確立しておらず、引き続き検討が必要である。ペリオスチンなどの
新しいバイオマーカーの研究も必要である。
　スパイロメトリーは喘息の評価のゴールドスタンダードというべきものであり、最近、長
期にわたる呼吸機能の変化に関する報告が増えている。そこで、今後はこれらのエビデンス
をよく理解して、小児の喘息であっても、成人期以降を見通した評価を考えていかなければ
ならない。呼吸機能の長期経過やフェノタイプ分類、それを早期に予測できるバイオマー
カーの確立、どのような児に対して、いつから、どのような薬剤を使用することにより予後
の改善が期待できるのかなど課題は多い。そのためには、真の病態であるエンドタイプが解
明されなければならない。これまで病態に関わる多くの分子が明らかにされてきたが、これ
らを個々ではなく、ネットワークとして包括的に解析する手法、すなわちシステムバイオロ
ジーによるアプローチがブレイクスルーにつながるだろう。
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7．トータルケアとしての喘息診療

　本学会初代理事長であり、最初の JPGL 作成に関わった馬場実は小児アレルギー疾患を
「アレルギーマーチ」として総合的にとらえ、併存するアレルギー疾患のトータルケアを世
界で初めて提唱した。これまで JPGL は喘息の治療・管理に特化して、合併疾患は記載する
のみとしてきたが、本改訂では馬場の本旨に立ち返り、多くの喘息児に合併しコントロール
悪化にもつながるアレルギー性鼻炎については、喘息と並行して診療するように、一歩踏み
込んだ記載とした。すなわち、喘息の初診時からアレルギー性鼻炎に関する問診や検査を行
うこと、治療も『鼻アレルギー診療ガイドライン』に準拠して並行して行うことである。当
然ながら、必要な場合には耳鼻咽喉科医と連携し、特に重症例は紹介すべきであるが、小児
アレルギー疾患のトータルケアとしての考え方は重要である。
　しかしながら、この分野についても二つのガイドラインを参照する必要があり、喘息とア
レルギー性鼻炎の治療の相互関係（効果と副作用など）については、いまだ不明の点が多
い。“One airway, one disease”という考え方もあるが、一つの疾患としての治療効果のエ
ビデンスは十分でなく、今後の検討が必要である。

8．感染症と喘息

　ヒトライノウイルスなどのウイルス呼吸器感染が喘息の増悪を引き起こすことはよく知ら
れているが、一般的に感冒のウイルスとして扱われ、特別な感染対策が行われることはな
かった。しかし、これらの呼吸器感染症は時にパンデミックを起こし、喘息発作の増加や重
症化につながる。2009 年のインフルエンザ H1N1pdm ウイルスのパンデミックでは、喘息
はインフルエンザの重症化リスクが高い基礎疾患の一つとして注目された2）。感染の影響に
よる著しい喘息増悪も経験された。全身性ステロイド薬の効果があったこと、抗インフルエ
ンザ薬が治療薬として存在していたことから入院患者は増加したものの死亡例の増加が顕著
でなかったことは幸運であった。2015 年の秋にはエンテロウイルス D68 の流行に伴って小
児の喘息発作入院が全国的に急増した。日本小児アレルギー学会の緊急調査でその疫学的関
連性が証明されたが3）、今後も感染症流行に伴う喘息発作のアウトブレイクは起こり得る。
このような状況に際して迅速な対応を可能とするためには、感染症サーベイランスに連動し
た喘息発作サーベイランスシステムの構築が必要である。
　このガイドラインが発刊される 2020 年には世界中に大きな混乱を招いた新型コロナウイ
ルス感染症（COVID-19）のパンデミックが起きた。基礎疾患としての喘息の重症化リスク
が懸念されたが、世界からの 8 報告のまとめで、COVID-19 患者（年齢中央値 46〜63 歳）
の喘息合併率はその地域の喘息有病率より少なく、重症化とも相関がなかったと報告され
た4）。しかし、18〜49 歳の年齢層では喘息の基礎疾患が多かったという別の報告がある5）。
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小児についてはデータがないため、今後の検討が必要である。過剰な警戒は不要としても、
日常の喘息のコントロールレベルを良好に保つことの重要性は変わらない。
　一方、COVID-19 は確立された治療法がなく、無症候性患者からの感染伝播の可能性も
あることから、喘息診療でも院内感染リスクを下げるための対策が求められた。日本小児ア
レルギー学会は、「COVID-19 流行期における喘息発作に対するネブライザー使用時の注意
喚起」を発出し、エアロゾルを介した感染のリスクを考慮して、喘息発作治療にはネブライ
ザーではなく、pMDI（＋スペーサー）を用いることが望ましいと提言した6）。日本呼吸器
学会は、「新型コロナウイルス感染症流行期における呼吸機能検査の実施について」とし
て、エアロゾル発生のリスクについて注意喚起して、COVID-19 の疑われる臨床症状があ
れば検査を中止して、集団検診など不急の場合には実施の可否について慎重に対応すること
を提案した7）。しかし、いまだ「エアロゾル発生のリスク」についてのエビデンスはなく、
今後明らかにしていかなければならない。COVID-19 流行という新たな問題は、感染症流
行時の喘息診療体制のあり方について、喘息の増悪予防だけでなく、院内感染予防という面
からも再検討を迫ったといえよう。

9．アレルギー疾患対策基本法に基づく診療の均てん化と研究推進

　アレルギー疾患対策基本法は 2014 年 6 月に公布、2015 年 12 月に施行され、国としての
アレルギー疾患対策が進んでいる。その第 1 条には基本となる考え方が以下のように述べら
れている。「この法律は、（中略）アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現
状（中略）に鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関
し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び
学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、（中略）アレルギー疾患対策を総合的に推
進することを目的とする」
　このように、アレルギー疾患対策をすべての関係者の責務と位置づけて、法律に基づいて
進めると謳ったことは画期的であり、世界でも類をみない。そして、同法に基づいて、「ア
レルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」、「免疫アレルギー疾患研究 10 か年戦略」
も示され、医療と研究の両面での施策が進んでいるところである。
　本ガイドラインはまさに基本法に沿って作成しているが、法の趣旨という面から、今後、
解決すべき課題も少なくない。第一はガイドラインのさらなる普及と喘息診療の均てん化で
ある。薬物療法の進歩により、多くの小児喘息がコントロール可能になった。しかしなが
ら、進歩の恩恵を享受できていない喘息児も少なくない。例えば、軽度の喘息症状が毎日
あっても入院に至るほど重症でないために「いつものこと」として、患者だけでなく、医師
も積極的に介入していない例がある。また、学校での体育などで EIA を頻繁に起こすが、
これも「いつものこと」と軽視したり、「運動しなければ大丈夫」などといって、適切な治
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療がされていない例がある。これらは、ガイドラインのメッセージが、患者ならびに医師と
もに届いていないことを意味する。医療界だけでなく、学校や社会にさまざまな啓発活動を
行って、ガイドラインの普及を図らなければならない。
　2020 年は COVID-19 流行に際してオンライン診療が時限的な措置として認められたが、
この新しい診療スタイルも均てん化推進やアドヒアランスの向上に役立つ可能性を有してお
り、積極的に検討を進めるとよいであろう。
　第二は研究の推進である。前述のように、ガイドラインの基礎となるエビデンスは海外の
ものが多いので、日本の喘息児を対象とした良質な臨床研究が必要である。また、個別の治
療だけでなく、社会的な施策として進めるためには、良質な疫学研究も欠かせない。これら
日本のエビデンスを得るためには、研究予算をはじめとした研究基盤の整備とともに臨床研
究・疫学研究に関わる人材の育成も必要である。
　ガイドラインは、良質なエビデンスをまとめて治療推奨を行うが、当然ながら完全ではな
い。ガイドラインで示す「現在の到達点」がこれからの研究の「出発点」になることを願う。

10．よりよい治療を目指して

　これまで述べてきたように、小児喘息の診断と治療には多くの未解決課題がある。研究す
べきテーマとしては数多くあるが、臨床の現場から研究機関まで、自由な発想の下に広く取
り組まれることを望む。表 13-1にいくつか例示するが、これらが読者のヒントとなれば幸
いである。

表 13-1　これからの研究課題の例

早期介入と乳幼児喘息の診断・治療
・乳児期早期からの介入による喘息発症とアレルギーマーチの予防
・�反復喘鳴を呈する乳幼児の中から喘息として治療すべき患児を同定する新しいバイオマーカー・診
断基準の確立
・低年齢から測定可能な呼吸機能検査の開発
・ウイルス感染で増悪した乳幼児喘息に対する　β2 刺激薬の有効性の検証
長期管理
・長期管理のステップダウンに関するエビデンスの創出
・生物学的製剤選択に有用な新しいバイオマーカーの探索
・Web・デジタル技術を用いたアドヒアランス・治療管理ツールの開発
・非 Th2 型気道炎症のメカニズム解明と新規バイオマーカーの同定
・喘息コントロールレベルの国際比較：諸外国と異なる JPGL 治療基準の妥当性の検証
長期予後
・小児喘息の長期予後：出生から老年期に至るまでの長期コホート研究
・青年期に 1秒量が正常域に達しない「肺の発育不良」のメカニズムとリスク因子の解明
・難治性喘息のレジストリー構築、疫学的実態解明と重症化予測因子の解明
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