
喘息 

喘息の治療 

喘息の病態が少しずつ明らかになり、その治療法や治療目標は大きく変わってきました。 

現在では、薬物療法を正しく続けることによって病気の進行を食い止め、症状をコントロー

ルすることが可能になっています。 

 

このコンテンツでは喘息の治療について、 

・医療方針 

・使用する薬剤 

の順に詳しくご説明いたします。 

 

◈医療方針 

ここでは治療方針について【治療目標】【治療の流れ】【妊娠中の喘息治療】を順に見てま

いります。 

治療目標  

以前の治療は、普段はなるべく薬を使わずに、発作が起こった時に鎮めるための治療する

というスタンスでした。 

しかし、発作が起こる原因の根底には気道の慢

性的な炎症があることが明らかになり、 

現在では発作時の治療だけでなく、慢性的な炎

症に対する継続的な治療により、発作を起こさ

ないことが重要視されるようになってきまし

た。 

 

現在の治療目標は、『健常人と同じような日常

生活を送れるようにすること』を目指します。 

 

喘息を起こす要因の回避や除去をしながら、副

作用の少ない薬物療法を行うことで、喘息を上

手にコントロールしていきます。 

その結果、呼吸機能の低下を抑え、喘息死が起

こらないようになり、これまでと変わらない生

活を送れるようになります。 

 

・喫煙

・アレルゲン

・肥満

・ストレス

・アルコール

・高血圧などの治療薬 etc

・呼吸機能の低下を抑える

・喘息死を回避する

・治療薬による副作用の発現

を抑える

気道の炎症を起こす

原因の回避・除去

薬物治療によって

正常に近い

呼吸機能を維持

喘息の

原因・要素



治療の流れ  

喘息に対して行われる治療は、『長期管理』と『発作治療』の大きく2種類に分けること

ができます。 

長期管理は、喘息発作が起こりにくい状態を維持するために継続的に薬を使用する長期的

な治療です。 

この時に使われる薬剤は、長期管理薬やコントローラーと呼ばれています。 

一方、発作治療は起きてしまった喘息発作をいち早く止めるために短期的に行われる治療

です。 

この時に使われる薬剤は発作治療薬やリリーバーと呼ばれています。 

長期管理 

長期管理においては、まず初めに患者の治療ステップを確認します。 

未治療患者においては下の図の様に、症状を目安に治療ステップを選択します。 

 

各治療ステップではそれぞれ量を調節した吸入ステロイド薬が中心となって使用され、

ステップ2以降は併用薬として気管支拡張薬や抗アレルギー薬を選択します。 

使用される薬剤は次の表の通り、ステップ別で量や種類が変わります。 

長期管理薬(コントローラー)

薬を使用して、喘息発作が起こりにくい状況を

維持します。

症状がない時も毎日使用する

炎症を

抑える薬

【炎症を改善】

気道を

広げる薬

【症状を改善】

発作治療薬(リリーバー)

起きてしまった喘息発作をいち早く止め、呼吸

を楽にします。

発作が起きた時だけ使用する

気道を

広げる薬

【発作を改善】

治療ステップ1

(軽症間欠型)

治療ステップ2

(軽症持続型)

治療ステップ3

(中等症持続型)

治療ステップ4

(重症持続型)

喘息の症状と頻度
週1回未満

軽度で短い

週1回以上あるが

毎日ではない
毎日

毎日

治療を受けていても

増悪傾向にある

夜間の症状と頻度 月2回未満 月2回程度 週1回以上 かなりの回数

日常生活への影響 なし 月1回以上 週1回以上 持続的



 

治療ステップ1 

喘息症状が月1回未満でごく稀にしか生じない患者に限り原則として長期管理薬は必要

としません。 

症状が月1回以上見られる患者に対しては低用量の吸入ステロイド薬を使用します。 

吸入が不可能であったり、吸入によって副作用が出現したりする場合には、ロイコトリ

エン受容体拮抗薬やテオフィリン徐放製剤を使用します。 

また、追加治療としてロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬を併用するこ

ともあります。 

治療ステップ2 

低～中容量の吸入ステロイド薬を使用し、それだけでは不十分な場合には長時間作用型

β2刺激薬・ロイコトリエン受容体拮抗薬・テオフィリン徐放製剤のいずれか1剤を併用

します。 

この時、ステロイドと長時間作用型β2刺激薬の配合剤を使用することもあります。 

また、追加治療としてロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬を併用するこ

ともあります。 

治療ステップ3 

中～高容量の吸入ステロイド薬に加えて長時間作用型β2刺激薬・ロイコトリエン受容体

拮抗薬・テオフィリン徐放製剤のいずれか1剤あるいは複数を併用します。 

ステップ 2と同様に配合剤を使用したり、ロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレル

ギー薬を併用することもあります。 

 

治療ステップ1 治療ステップ2 治療ステップ3 治療ステップ4

吸入ステロイド薬(低用量) 吸入ステロイド薬(低～中用量) 吸入ステロイド薬(中～高用量) 吸入ステロイド薬(高用量)

吸入できない、もしくは副作

用がある場合は、

・LTRA※1

・テオフィリン徐放製剤

を使用する

※症状が月1回未満のごく稀に

しか発症しない場合は

長期管理薬は必要ありません

吸入薬のみでは不十分な場合

に

・LTRA※1

・LABA※2

・テオフィリン徐放製剤

のいずれか1剤を併用する

吸入薬と一緒に

・LTRA※1

・LABA
※2

・テオフィリン徐放製剤

のいずれか1剤か、あるいは複

数を併用する

吸入薬と一緒に

・LTRA
※1

・LABA※2

・テオフィリン徐放製剤

の複数を併用する

上記の全てを使用しても管理

不良の場合は、

・抗IgE抗体

・経口ステロイド薬

のいずれか、もしくは両方を

追加する

追加治療
LTRA以外の

抗アレルギー薬

LTRA以外の

抗アレルギー薬

LTRA以外の

抗アレルギー薬

LTRA以外の

抗アレルギー薬

※1
　ロイコトリエン受容体拮抗薬

※2　長期作用型β2刺激薬

基本治療



治療ステップ4 

高容量の吸入ステロイド薬に加えて、長時間作用型β2刺激薬・ロイコトリエン受容体拮

抗薬・テオフィリン徐放製剤の複数を併用します。 

配合剤を使用することもあります。 

また、これらの治療を行ってもコントロールが困難な場合には、抗 IgE 抗体か経口ス

テロイド薬のいずれか、あるいは両方を追加します。 

また、追加治療としてロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬を併用するこ

ともあります。 

 治療ステップの変化 

薬物治療開始後はコントロール状態の評価を行い新たな治療ステップを選択します。 

コントロール良好であれば現在の治療を続行し、良好な状態が3～6ヶ月持続していれば

ステップダウンを考慮します。 

ステップダウンは喘息症状が悪化しないように注意して行います。 

コントロール不十分であれば現在の治療ステップを1段階ステップアップします。 

またコントロール不十分の項目が3つ以上当てはまる場合や増悪が月に1回以上ある場合

には、コントロール不良と評価し現在の治療ステップを2段階アップします 。 

 

 

 

 

コントロール良好

(すべての項目に該当)

コントロール不十分

(いずれかの項目に該当)
コントロール不良

喘息症状

(日中および夜間)
なし 週1回以上

発作治療薬の使用 なし 週1回以上

運動を含む活動制限 なし あり

呼吸機能

(PVE1
※3
およびPEF

※４
)

正常範囲内
予測値あるいは

自己最良値の80％未満

PEF※4の日内変動

あるいは週内変動
20％未満 20％以上

増悪 なし 年に1回以上 月に1回以上
※5

※３
呼吸機能検査でわかる『1秒量』

※4ピークフロー値

コントロール不十分の

項目が3つ以上

当てはまる

※５増悪が月に1回以上あれば、他の項目が該当していなくてもコントロール不良と評価する



発作治療 

次に発作治療について見てまいります。 

治療前、あるいは治療中に発作が起こった時には喘息症状や発作の強度に応じて短期的

に発作を鎮めるための治療を行います。 

発作には、患者がほとんど自覚しないわずかな喘鳴や息苦しさのものから呼吸困難に陥

る重篤な発作に至るものまであります。 

中等度までの軽い発作の場合は吸入薬の短時間作用型β2刺激薬を使用します。 

また、経口薬の短時間作用型β2刺激薬やキサンチン誘導体などを併用することもありま

す。 

これらの対応をしても症状が持続するなど治療の効果が十分に期待できない場合には病

院を受診します。 

高度以上の発作の場合は、速やかに受診し、救急外来でエピネフリン皮下注射やアミノ

フィリン点滴静注、ステロイド薬点滴静注などの治療を行います。  

喘鳴・胸苦しい
軽度

(小発作)

中等度

(中発作)

高度

(大発作)
重篤

呼吸と

体の状態

急ぐと苦しい

動くと苦しい

苦しいが

横になれる

苦しくて

横になれない

苦しくて

動けない

呼吸が減弱

チアノーゼ

呼吸停止

動作 ほぼ通常 やや困難
かなり困難

かろうじて歩ける

歩行不能

会話困難

会話不能

体動不能

意識障害

治療
短時間作用型

β2刺激薬を吸入

短時間作用型

β2刺激薬を吸入

短時間作用型β2刺激

薬を吸入

経口ステロイド薬を処

方されている場合は、

指示通りの量を服用

短時間作用型β2刺激

薬を吸入

経口ステロイド薬を処

方されている場合は、

指示通りの量を服用

受診

薬を吸入して落ち着け

ばそのまま自宅で安静

にする

悪化したら再度吸入

し、改善しなければ救

急外来を受診

薬を吸入して落ち着け

ばそのまま自宅で安静

にする

悪化したら再度吸入

し、改善しなければ救

急外来を受診

薬を吸入しても改善し

ない場合は、20～30

分後に再度吸入する

改善しない場合は救急

外来を受診

薬を吸入しながら周り

の手を借りて速やかに

救急外来を受診

もしくは救急車を呼ぶ

直ちに救急車を呼ぶ



 

妊娠中の喘息治療  

次に妊娠中の喘息治療について見てまいります。 

妊娠中の患者は、胎児への影響を考えて薬の使用に対してとても神経質になっています。 

また、喘息は発作が起こっていない時は安定しているように見えるため、これ以上治療の

必要はないのではないかと思われがちです。 

そのため、患者の自己判断で喘息治療薬の服用を中止してしまう場合があります。 

しかし、一部の抗アレルギー薬を除く多くの喘息治療薬は妊娠中に服用しても問題ありま

せん。 

服用を中止していると、かえって発作が起こった場合に患者本人だけでなく胎児にも危険

が及んでしまいます。 

従って、妊娠中であっても医師の指示通りに喘息治療を継続することが大切です。  

 

◈使用する薬剤 

ここでは、治療で使用される【ステロイド薬・気管支拡張薬】【抗アレルギー薬】【漢方・

減感作療法】について詳しく説明いたします。 

 

ステロイド薬・気管支拡張薬  

ステロイド薬 

まずステロイド薬の薬剤の特性について見てまいります。 

ステロイド薬は、生体内の副腎から分泌されるホルモンを、化学的に合成して作られた

薬で気道の炎症を抑える作用があります。 

吸入薬 

 

吸入ステロイド薬は喘息治療の中心となる重要な薬剤です。 

気道局所に直接薬を吸入させることができるため少量で効果が得られます。 

また、全身的な副作用も少ないと言われています。 

しかし、口の中や喉などには薬が直接触れるため、口腔カンジダ症や喉の痛み、かすれ

声などの局所的な副作用が見られることがあります。 

主な商品は、 

キュバール・フルタイド・パルミコート・オルベスコ・アズマネックス  

などがあります。 

 

 



経口薬 

経口薬は炎症を抑える力が強力なので、発作治療の際に使用されます。 

しかし、その分副作用も多く見られますので、注意しながら服用をします。 

主な商品は、 

プレドニン・メドロール・リンデロン   

などです 

 

気管支拡張薬 

気管支拡張薬は狭くなった気道を広げるために使われる薬で、 

β2刺激薬・キサンチン誘導体・抗コリン薬があります。 

気道の炎症 

喘息発作時の気管はひどい炎症を起こしていますが、喘息患者さんは正常な気管支と比

べると、普段から気管の腫れや絡みついた痰のせいで狭くなっています。 

ダニやホコリなどからくるアレルギーの他に、風邪のような病気が刺激となって気道が

炎症を起こし、気管が狭くなることで喘息発作が起きます。 

気管支拡張薬は狭くなってしまった気道を広げて喘息症状を改善する薬です。 

β２刺激薬 

β2刺激薬は、作用時間の違いから短時間作用型と長時間作用型に分けられています。 

短時間作用型は、服用後速やかに気管支拡張作用を示します。 

しかし、気道炎症を改善する作用はなく、使いすぎると喘息を悪化させるとも言われて

いるため、発作が起こった時にのみ頓用で使用します。 

主な商品には 

ベネトリン・サルタノール・アイロミール・メプチン・ベロテック・ストメリンD・ア

スプール・イノリン  

が吸入薬としてあります。 

正常な気管支 喘息患者さんの気管支 喘息発作時の気管支

アレルゲン

などの刺激

風邪などの

刺激



長時間作用型は発作の予防に用います。 

しかし、短時間作用型と同じく気道炎症を改善する作用はないため、抗炎症作用のある

吸入ステロイド薬と併用して使用します。 

主な商品としては、 

セレベント(吸入薬)・ホクナリン(貼付薬/経口薬)・メプチン(経口薬)  

などがあります。 

キサンチン誘導体の主な商品は、 

作用が長時間持続するテオフィリン徐放製剤のテオドールなど、 

短時間作用型ではネオフィリン・テオコリン・モノフィリンがあります。 

抗コリン薬の主な商品は、短時間作用型吸入薬のアトロベント・テルシガンがありま

す。  

 

メリット・デメリット 

吸入薬・貼付薬・経口薬の副作用の発現頻度を比較すると吸入薬が最も少なく経口薬が

最も副作用が現れやすいと言われています。 

経口薬では、動悸や手足の震えなどの全身的な副作用が見られます。 

一方、吸入薬や貼付薬では局所的な副作用が現れることがあり、 

吸入薬では喉の痛みや違和感、貼付薬では皮膚の発赤やかぶれなどが見られます。 

高齢者などでは、吸入が上手にできなかったり経口薬を上手く飲み込めなかったりする

場合もありますが、貼付薬はそのような吸入薬や経口薬の使用が難しい場合でも、比較

的容易に使用することができます。 

また、効果が緩やかに現れ、24時間持続するため夜に貼付することで早朝発作を予防

することができると言われています。 

しかし、スポーツなどをして汗をかいた時には剥がれやすいため注意が必要です。 

配合剤 

配合剤は、ステロイド薬と長時間作用型β2刺激薬の併用が必要であると判断された場合

に使用します。 

併用することにより相乗効果が期待でき、吸入ステロイド薬を減量することが可能とな

ります。 

さらに配合剤の利点として、別々に購入するよりも吸入回数が減り、服用が簡単になり

ます。 

配合剤の商品として、吸入薬のアドエア・シムビコートがあります。 

 

 



使用上の留意点 

次にステロイド薬と気管支拡張薬の使用上の留意点について見てまいります。 

吸入ステロイド薬や配合剤は、 

有効な抗菌剤の存在しない感染症、深在性または全身の真菌症の患者に使用してはいけ

ません。 

抗コリン薬は緑内障の患者と前立腺肥大症の患者には禁忌となっています。 

またβ2刺激薬の一部では、 

カテコールアミン製剤やエフェドリン製剤、メチルエフェドリン製剤と併用すると副作

用の不整脈が強く現れ場合によっては心停止を起こす恐れがあるため併用禁忌となって

います。 

吸入製剤の種類と特徴 

次に、喘息治療の中心となるステロイド薬・気管支拡張薬の吸入製剤の種類と特徴につ

いて見てまいります。 

吸入器具には定量式吸入器とネブライザーがあります。 

定量式吸入器は更にスプレー式とドライパウダー式に分けられます。 

同じ商品でも多種類の剤形がある場合もあります。 

各吸入製剤の特徴について見てまいります。 

スプレー式 

スプレー式は、加圧したガスとともに液状の薬が充填されていて、1回噴射させるごとに

一定量の薬液が噴霧されます。 

スプレー式は小型で携帯しやすく、発作時

など呼吸機能が低下している時にも吸入し

やすいという長所があります。 

しかし吸い込むタイミングを合わせる必要

があるため、小児や高齢者では上手に使え

ない場合があります。 

また、薬と一緒に充填されている添加剤が

気道を刺激し、喘息を誘発する薬が口腔内

に沈着し喉の痛みや口腔カンジダ症などの副作用が起こりやすくなるなどの欠点も挙げ

られます。 



そしてこのような短所を改善するためにスペ

ーサーという吸入補助器具が用いられます。 

スペーサーはスプレー式の吸入薬に装着して

使用します。 

スペーサーの中に薬を噴射してそれを吸入し

ます。 

スペーサーを使うことで成功もタイミングを

合わせなくても良くなり、口や喉に残る薬の量を減らすことができるため副作用が起こ

りにくくなります。 

しかし、器具によっては大きいものもあり、かさばって持ち運びに不便であることや薬

が器具の中に残ってしまうため、使用後に手入れが必要であるといった欠点がありま

す。 

ドライパウダー式 

次にドライパウダー式についてです。 

ドライパウダー式は専用の器具にセットさ

れた薬の粉末を患者の吸気力によって吸い

込んで使用します。 

ドライパウダー式は小型で携帯しやすくス

プレー式とは異なり吸い込むタイミングを

合わせる必要はありません。 

また、残りの吸入回数が分かりやすく刺激

性の添加剤が含まれていません。 

ただし、自分の吸気力で吸い込まなくては

いけないため幼児や呼吸機能が低下してい

る患者では使用できません。 

また粉末を吸い込むタイプであるため口腔

内に薬が残りやすくなります。 

ネブライザー 

次にネブライザーについてです。 

ネブライザーは専用の器具で薬液を霧状にして吸入します。 

ネブライザーでは普通の呼吸で吸入が可能で乳幼児でも確実に吸入できます。 

また、薬液量の調整も簡単にできます。 

しかし、注入装置の値段が高く、使用までに時間がかかり電気を必要とすることが欠点

です。 

 

 



抗アレルギー薬  

抗アレルギー薬について見てまいります。 

アレルギーの仕組み 

まずアレルギーの仕組みについて見てまいります。 

アレルギーの原因となるアレルゲンが体内に侵入すると、それを排除するために IgE 抗

体が作られます。 

そして、抗体は肥満細胞(マスト細胞)の表面に結合してアレルゲンが侵入してくるのを

待ち構えます。 

そこに再びアレルゲンが体内に侵入すると、抗体に結合し、肥満細胞からヒスタミンな

どのメディエーターが放出されます。 

肥満細胞からは主にヒスタミンが放出されます。 

放出されたヒスタミンなどが原因となってアレルギー反応を起こします。 

抗アレルギー薬の特性 

このようなアレルギー反応を抑える薬として、抗アレルギー薬があります。 

喘息治療には、これら5種類の抗アレルギー薬が用いられています。 

 

 

アレルゲンが

体内に侵入

体内でIgE抗体が作られ、

マスト細胞に結合する

アレルゲンが

再度、体内に侵入

侵入した

アレルゲンが

抗体に

くっつく

肥満細胞が

ヒスタミンなど

を放出する



・肥満細胞や炎症細胞からメディエーターが放出されるのを抑制するのが 

メディエーター遊離抑制薬 

インタール(吸入薬) リザベン・ソルファ・ロメット(経口薬) 

・ヒスタミンの働きを阻害するヒスタミン H 1拮抗薬 

ザジテン・アゼプチン・レスタミン  

・ロイコトリエンの働きを阻害するロイコトリエン受容体拮抗薬 

オノン・アコレート・キプレス・シングレア  

・トロンボキサン A 2の働きを阻害するトロンボキサン A 2阻害薬 

ベガ・ドメンナ  

・Th2リンパ球から分泌されるインターロイキンなどのサイトカインを阻害するのが  

Th2サイトカイン阻害薬 

アイピーディ  

この中でも、ロイコトリエン受容体拮抗薬が有効であり、運動が発作の引き金となる運

動誘発喘息や、NSAIDsなどの薬剤が原因となるアスピリン喘息に対しても有用性が高い

と言われています。 

その他の抗アレルギー薬は、主にアトピー型喘息患者に用いられます。 

抗アレルギー薬は効果発現までに時間がかかり、飲み始めて1ヶ月以上経ってから効果が

現れる場合もあります。 

なかなか効果を実感できない場合でも、途中で服用を止めずに、継続して使用すること

が大切です。 

使用上の留意点 

これらの抗アレルギー薬の主な禁忌としては、 

ロイコトリエン受容体拮抗薬の 

アコレート、肝不全で死亡に至ったとの報告もあるため本剤による肝障害の既往のある

患者には禁忌となっています。 

 

メディエーター遊離抑制薬では、 

リザベン・アレギサール・ペミラストンが妊婦又は妊娠している可能性のある婦人に、 

ケタスでは頭蓋内出血後止血が完成していないと考えられる患者に禁忌です。 

 

ヒスタミンH1受容体拮抗薬のゼスラン・ニポラジンは 

緑内障のある患者と前立腺肥大と下部尿路に閉塞性疾患のある患者に、 

 

トロンボキサンA2阻害薬のベガ・ドメナンは小児等に禁忌となっています 。 

 

 

 



漢方薬 

ここでは、漢方薬と減感作療法について見てまいります。 

漢方 

漢方薬は喘息治療において補助的に用いられることがあります。 

軽度の発作の急性期では 

【体力が中等度で鼻水くしゃみなどを伴う場合】には 小 青
しょうせい

竜
りゅう

湯
とう

、 

【比較的体力があり発汗の多い場合】には麻杏甘
まきょうかん

石
せき

湯
とう

、 

【体力が中等度もしくはそれ以下で咳が多く痰を伴う場合】には麦門
ばくもん

冬
どう

湯
とう

を用います。 

慢性期には 

【体力が中等度で気分がふさいで食道部に違和感がある場合】は柴
さい

朴
ぼく

湯
とう

を用います。 

また喘息の適用はありませんが、 

【体力がなく胃腸が弱い場合】には 補 中
ほっちゅう

益
えっ

気
き

湯
とう

を用いて栄養状態の改善と体力の増強

を図り、 

【高齢者などで体力がなく足腰の脱力や冷えのある場合】には八味地
は ち み じ

黄丸
おうがん

を用います。 

 

減感作療法 

アレルギーが原因で起こる喘息に対しては減感作療法という免疫療法が行われることも

あります。 

これは、喘息発作を引き起こすアレルゲンを少しずつ体内に入れていくことで体をアレ

ルゲンに慣れさせ抵抗力をつけていく治療法です。 

また花粉症やアレルギー性鼻炎に対しても行われます。 

減感作療法には病歴や皮膚テストなどから喘息の原因であることが明らかとなったアレ

ルゲンを使用します。 

アレルゲンエキスの投与方法は、最初は発作を起こさない程度のごく少量を皮下に注射

します。 

そして週に1～2回の注射を繰り返しながら徐々にアレルゲンの量を増量します。 

その後2週間に1回に注射間隔を空けて2回の注射を行い、最終的には1ヶ月に1回の注射

を継続します。 

治療期間は3年程度です。 
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喘息との付き合い方 

喘息治療は日々進歩しています。 

医師に指示された通り薬を使用し、きちんとした自己管理を行うことで症状を上手くコント

ロールでき、健康な人と同じ生活を送れるようになってきています。 

 

少しでも変わったことがあったり症状が続く場合は、医師や薬剤師に相談したり、積極的に

治療に参加することで、喘息をコントロールできるようにしましょう。 

 


