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成⼈における重症、治療抵抗性の喘息について

成⼈における重症、治療抵抗性の喘息について

 Severe and Difficult-to-Treat Asthma in Adults

                   N Engl J Med 2017;377:965-76
 

 ← これは僕

 ⼩児の喘息はアレルギー性で80%が治癒しますが、成⼈の場合は感染性で逆に20%しか治癒し
ないと⾔われています。滲出する炎症細胞もアレルギーでは好酸球で、炎症が誘因の場合は好中
球が⼀般的とされています。

 今回、NEJMより成⼈における重症例や、ステロイドなどの⼀般的な治療に抵抗性の
（difficult）喘息に対する概念と治療⽅針とが載っていましたので、纏めてみました。

 

１） 治療抵抗性とは、⾼濃度のステロイド吸⼊や他の治療を⾏ってもコントロールが困難の症
例で、
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過去ログ

   更なる治療⽅針の検討の必要性がある場合をいいます。
   重症とはその概念の⼀部を指し、前年の約半分がコントロール困難な症例としています。
   アメリカでは喘息の中で3~10%がそのような状態で、糖尿病や脳卒中の医療費を凌駕して
いるとの
   事です。

２） 治療抵抗性とされている中で、50~80%が薬をきちんと服⽤していないか、あるいは吸⼊
の仕⽅の
   不具合が指摘されています。

３） ⽣物学的製剤を使⽤する前に、持続性抗コリン作動薬（シーブリ、スピリーバ吸⼊）を⽤
いるべきだ。
   また経⼝ステロイドは出来れば避けたい。

４） 病態としては下記の概念がある。  （下記のPDFの図を参照）

  a) 持続性タイプー２炎症  （type 2 helper T (Th2) cellsの関与）
    type 2 helper T (Th2) cells とそれに誘導された⾃然免疫機構が関与して、その関係
の
    サイトカインが作動している。  
    軽症喘息では吸⼊ステロイドにより気道への好酸球浸潤は抑制されるが、重症例では痰
の好酸球
    は吸⼊ステロイドを⾏っても依然として多く認められる。この事が重症例、つまりステ
ロイド抵抗性
    を⽰唆する。
    アトピーとは関係あるが、他のアレルギー性疾患とは関連性が乏しく多くが成⼈発症例
であり、
    気道過敏が関与している。  婦⼈の肥満も関連視されている。

  b) 好中球関連炎症
    喀痰に好中球が多く存在する。 （ステロイド吸⼊との関係もあるかもしれない。）
    副⿐腔炎、職業、タバコが指摘されている。
    軽症〜中等度の場合は好酸球がなく、好中球が主体ではステロイド吸⼊の反応は迅速で
はない。
    しかし重症例に関しては不明。
    抗⽣剤のマクロライドの使⽤が検討されているが、未だはっきりしたエビデンスはな
い。

  c) 混合タイプ
    喀痰に好中球と好酸球が存在する。
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ツイート

    気道の狭窄などの困難な病態が存在する。

  d) その他
    喀痰に炎症性細胞が少ない場合や、気道のリモデリング（構造変化）の場合もある。

５） 治療
   下記のPDFの表をご参照ください。
   ⽣物学的製剤がほぼ40%の効果のようです。
   しかし論者はしっかりした病態を把握して（タイプー２かそうでないか）患者選択をすべ
きとして
   います。

私⾒）
 治療抵抗性と考える前に、患者さんの服⽤の仕⽅のチェックが⼤事なようです。
 ⽣物学的製剤は⾼価な点もあり、本院では経験がなく今後の検討課題とします。（NEJMでも効
果あり
 との論⽂が掲載されています。）
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