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抄　　　録

喘息や COPD は呼吸器疾患の中でも common disease の一つであり，高血圧症・虚血性心疾患，糖尿病，胃食

道逆流症，骨粗鬆症など他の多くの common disease に隠れていることも多い．従って研修医の先生方が将来どの

科を専門としても必ず遭遇する疾患である．時に増悪を来す例もあり，本稿では，喘息や COPD の増悪に対する

治療・管理のポイントを概説する．臨床研修医の方々の役に立てば幸いである．
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は じ め に

呼吸器疾患の中でも common disease である喘息

や COPD は，優れた吸入薬の開発・普及により管理

が向上し，患者の QOL・予後は改善してきた．しか

し，いずれの疾患も未治療であったり，服薬アドヒ

アランスや吸入手技不良，併存症などによりコント

ロール不良となることがある．実際，喘息や COPD

の増悪で救急外来受診・入院になる例は現在も多く，

本稿では増悪時を含めた病態・治療・管理について

概説する．

I．気管支喘息増悪時の管理のポイント

喘息は気道の慢性炎症を本態とし，臨床症状とし

て変動性を持った気道狭窄による喘鳴，呼吸困難，

胸苦しさや咳などの臨床症状で特徴づけられる疾患

である．多くの場合，喘息の慢性炎症は好酸球や 2

型サイトカインを中心とした 2 型気道炎症であり，

吸入ステロイド薬（ICS）により炎症がコントロー

ルされる．実際，ICS を中心とした管理で，増悪（発

作）や入院・喘息死の頻度は激減した．しかし喘息

は変動性のある疾患であり，ICS を中心とした治療

で一旦安定しても，アレルゲン，黄砂飛散，感冒流

行時期などに喘息症状が再燃し，時に増悪に至る．

これは特に，ICS を自己中断したり，吸入手技が不

良である例で多く経験される．また，各種併存病態

により難治化する例も多く，その介入も重要である．

１． 救急室～救急入院後数日の管理のポイント：下

記を同時進行で行う（表１）

　・重篤な低酸素血症を補正する

　・発作の重症度を把握する

　・β２ 刺激薬を反復して吸入する

　・ 中等度以上の発作時はステロイド薬を全身投与

する

１）酸素投与・換気状態の確認

鼻カヌラまたはマスクのいずれか患者の苦痛が少
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ない方を用い，酸素飽和度 SpO2 を 95％以上に保つ

ように酸素を投与する．

気管支拡張薬への明らかな反応性がみられるまで

SpO2 をモニターする．

重症例においてはネーザルハイフロー（高流量鼻

カニュラ）や NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）を用

いることもあるが，いずれも経験のある専門医のも

とに行うこと．

換気の指標である PaCO2 は，発作の初期には呼吸

回数が増えるため低下するが，発作が遷延すると気

道閉塞が強くなり，低酸素血症に加え PaCO2 は上昇

に転じる．この PaCO2 の crossover point を見逃さ

ないこと（血液ガスで確認する）．PaCO2 が40torr

以上に上昇してくると重度の呼吸不全に進行するリ

スクが高い．

酸素吸入下でも PaO2 が50torr以下，または / かつ

意識障害を伴う PaCO2 の急激な上昇や pH<7.20 の

アシデミア，呼吸筋疲労の悪化がみられる場合を認

める場合は，気管内挿管 ・人工呼吸管理が必要とな

る．ただし，喘息重責時の挿管は，気道内腔の顕著

な狭窄により用手換気がしづらく，気管内に挿管さ

れたか否かも確認しにくい．必ず複数の経験のある

専門医または麻酔科医と共に対応すること．また挿

管し人工呼吸管理となった場合は，高回路内圧とそ

れに伴う圧損傷 （barotrauma） による気胸・縦隔気

腫の合併に注意する．このため，“高炭酸ガス血症を

許容すること” （permissive hypercapnia） ・ “人工的

な低換気状態を保つこと” が高気道内圧と圧損傷の

発現を最小限にとどめ，適切な酸素化と換気もたら

す．適切な１回換気量，呼吸回数などの人工呼吸の

設定は指導医の相談のもとに行うこと．

２）発作重症度の把握

歩行・会話の状況から，速やかに発作重症度を把

握する．緊急入院例の多くは下記状態で来院する．

・臥位になれない・会話がとぎれる ⇒  中等度発作

喘息発作時には air trapping が生じ，肺が過膨

張になるため，胸郭を制限する臥位をとること

が難しい．座位をとっている患者は座位のまま

で治療する．会話ができ臥位をとれる様になれ

ば，ひと安心である．救急外来にて２～４時間

で反応不十分，または１～２時間で反応がない

場合は入院治療とする．

・動けない・単語でのみ会話可 ⇒   高度 （大） 発作

軽症では呼気時にのみ喘鳴を聴取するが，発作が

進むと喘鳴は大きくなり吸気・呼気両相で聴かれる

ようになる．さらに重症化し，極度に気道が閉塞す

ると喘鳴が聴取できなくなることがある （silent 

chest） ．これは呼吸切迫停止の徴候であり，意識状

態の悪化（傾眠・錯乱），奇異性呼吸を伴う．喘鳴が

聴かれなくなった＝改善と判断するのは危険であり，

喘鳴だけで判断せず他の身体所見，血液ガス等をチ

ェックし状況を判断する．また，患者が動ける・歩

表１.　急性増悪（発作時）の対応
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けると自己判断し，動いてしまった直後に極度の気

道閉塞に至ることがある．発作時の救急外来での患

者の行動には注意する．また救急車で搬送された患

者をストレッチャーから移動する際も，患者には力

を入れさせず，医療者側で患者の頭部・躯幹などを

保持し移動させる．喘息重責発作は，喘息死に直結

する状態である．特に ICS 未治療例，過去に挿管・

人工呼吸管理を要した例ではそのリスクが高く，確

実に改善したと判断されるまで慎重な観察が必要で

ある．

３）�短時間作用性β2 刺激薬�（SABA）の反復吸入

とステロイド薬の全身投与

SABA の反復吸入を行うとともに，増悪のため入

院による喘息治療が必要な患者には，副腎皮質ステ

ロイド薬を全身投与する．本治療は気流閉塞の改善

を早め，再発の頻度を低くする．

投薬具体例

a. SABA吸入

・ ネブライザー吸入によるSABA吸入（COVID-19

流行期は避ける）

メプチン®もしくはベネトリン®0.3〜0.5 mL＋生

食５～10mLを状態が安定するまで20分毎に３回吸

入．その後必要に応じて１～４時間毎に吸入．超

音波ネブライザーによる吸入は逆に気道攣縮を悪

化させる場合があり，初回は注意深い観察が必要

である．緊急入院後数日は一日３回定期吸入す

る．

・ 定量噴霧式吸入器pMDI （サルタノール®もしく

はメプチンエアー®）

吸入可能であればpMDIでもよい（COVID-19

流行期はpMDIを優先）：２～４パフを20分毎

に数回．その後は必要に応じて１～４時間毎に吸

入

・ なおシムビコート®（ブデソニド/ホルモテロール

配合剤）が処方され，SMART（Symbicort 

Maintenance And Reliever Therapy）療法がおこ

なわれている患者では，SABAの代わりにシムビ

コート®を追加吸入しても良い．ただし，シムビ

コート®はドライパウダー製剤であり自分の力で

吸い込む必要がある．発作時には十分な吸気がと

れないことが多く，効果が発揮されにくいため，

その場合は通常のSABAのネブライザーまたは

pMDI吸入に切り替える．

b. 副腎皮質ステロイド薬

リンデロン®４～８mg またはデカドロン®6.6 ～

9.9mg を必要に応じて６時間毎に点滴静注．初診の

喘息患者の場合，アスピリン喘息（疼痛時 ・発熱時

の指示の項参照）の可能性を否定できないため，リ

ンデロン 4mg を６～８時間毎に点滴静注することが

多い．

アスピリン喘息の可能性がないことが判明していれ

ば，ソルメドロール®40～125mgを点滴静注しても

よい．以後，ソルメドロール®40～80mgを必要に応

じて，４～６時間毎に投与する．

SABA の投与頻度，全身性ステロイド薬の投与量

は通常 2-3 日毎に減量可能であるが，発作の程度に

依存するため，指導医と相談すること．

専門領域にかかわらず，アスピリン喘息には注意

アスピリン喘息では，アスピリンだけではなくロ

キソニン®・ボルタレン®などの非ステロイド系解

熱鎮痛薬NSAIDsに対し過敏反応を呈する（ただ

し，I 型アレルギーではない）．時に急激な気道閉

塞から致死的大発作となる．

　 ア ス ピ リ ン 喘 息（AERD，NSAIDs 過 敏 喘 息，

N-ERD などと表記）患者ではコハク酸エステル型静

注ステロイド薬でも発作が誘発される場合がある．従

ってコハク酸エステルを含む注射薬（サクシゾン®，

ソルコーテフ®，水溶性プレドニン®，ソルメドロー

ル®： 「サ行から始まる注射ステロイドは避ける — 特

に one shot は禁」で覚える）はアスピリン喘息が明

らかな患者や，酸性 NSAIDs を服用したことがなく

病歴からはっきりしない患者には使用しない．リン

酸エステル型静注ステロイド薬のベタメサゾン（リ

ンデロン®），デキサメサゾン（デカドロン®）や内

服ステロイド薬はこのような患者でも通常は安全に

使用できる．但し，添加物によるアレルギー反応は

どの薬剤でも生じうる．またフッ素化されているリ

ンデロン®，デカドロン®は，ステロイドミオパチー

や骨壊死を生じるリスクが高くなるため，漫然と継

続することは避ける．

　またアスピリン喘息ではパラベン過敏が多い．喀

痰調整薬のビソルボン吸入液®には，添加剤のパラ

ベンが含まれるため，ビソルボン吸入液®はアスピ

リン喘息には禁忌である．

４）その他の薬剤

ボスミン

SABA の反復吸入，ステロイド薬の全身投与を行

っても，発作が改善しない場合は，
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ボスミン®（0.1％アドレナリン）を 0.1 ～ 0.3mL

皮下注射する．20 ～ 30分間隔で反復可であるが，原

則脈拍が 130/ 分以下に保つようにモニターすること

が望ましい．また虚血性心疾患・閉塞隅角緑内障・

甲状腺機能亢進症では禁忌である．高血圧がある例

では，血圧・心電図モニターに注意する．

抗コリン薬

喘息増悪症状に SABA に短時間作用性吸入抗コリ

ン薬（イプラトロピウム＝アトロベント®）を追加

すると相加的気管支拡張効果を示す可能性があり，

入院率の低下も報告されている．

テオフィリン製剤

成人喘息増悪時において静脈内テオフィリン投与

を追加する意義にはまだ議論がある．他剤を十分投

与してもコントロール不十分な場合は使用を考慮す

る．既にテオフィリン製剤（静脈用製剤，経口徐放

性製剤）を使用している場合は投与前にテオフィリ

ン血中濃度を測定する．投与開始後も血中濃度の測

定は重要である．

抗菌薬

抗菌薬は喘息増悪の治療には推奨されないが，合

併症に対し必要なことがある．

細菌，クラミドフィラ，マイコプラズマ呼吸器感

染症は，頻度は高くないが喘息の増悪に関与するこ

とがある．抗菌薬の使用は，発熱と膿性痰（多核白

血球）を伴う患者，肺炎の存在が明らかな患者に通

常限られる．

５）検査

発作重責状態を脱すれば，胸部 X 線撮影などで，

無気肺，気胸，縦隔気腫，肺炎の有無を確認する．

必要に応じて，喀痰培養検査（抗酸菌を含む），心電

図検査も行う． 血液検査では，炎症反応，白血球分

画（好酸球を含む），施行していなければ血清 IgE 値，

吸入抗原への特異 IgE 値も含める．また高齢者であ

れば，心不全の除外も含めて血清 BNP などを確認

する．

・ アレルギー性気管支肺真菌症（ABPM）の併発

が疑われる場合は，喀痰細胞診で好酸球に加え，

グロコット染色で真菌の確認も依頼する．また

喀痰培養検査で真菌培養も依頼する（真菌培養

には 1 週間以上かかるため，廃棄されないよう

真菌培養依頼と明記する）．重症喘息（特に好酸

球増多がある例）では，ABPM の他，好酸球性

多発血管炎性肉芽腫症や慢性好酸球性肺炎を合

併することがあるため，注意し，その疑いがあ

る場合は p-ANCA，胸部 CT など関連する検査

項目を追加する．

６）入院後疼痛時・発熱時の指示

成人喘息患者では問診の際にアスピリンや他の酸

性非ステロイド性抗炎症薬で喘息症状を起こしたこ

とがあるかを確認しておく．喘息患者の約10％〜 30

％に酸性 NSAIDs 過敏がみられ，酸性 NSAIDs 投

与で時に致死的な増悪を起こすことがある（＝アス

ピリン喘息）．特に重症持続型喘息や鼻ポリープのあ

る（好酸球性鼻副鼻腔炎・嗅覚脱失を伴う）患者は

要注意である．酸性 NSAIDs を内服しても増悪がな

かったという明らかな記録がない限りは，使用を避

ける．アセトアミノフェン（カロナール®・ピリナジ

ン®・アルピニー / アンヒバ坐薬®など）・塩基性非

ステロイド性抗消炎薬（ソランタール®など）・選択

的 COX2 阻害剤（セレコックス®など）は基本的に

は安全であるが，アセトアミノフェンの大量投与で

喘息症状の誘発の可能性が報告されている．1000mg/

回以上でリスクが高く，500mg/ 回までの使用が望

ましいとされる．感冒薬の PL 顆粒®はアセトアミノ

フェンを含有しているが，通常の投与量ではほぼ安

全である．

２．退院前の指導

　・ 普段のICSや薬剤へのアドヒアランス・吸入手

技を確認・調整する

　・発作の重症度を把握する

　・併存症の確認・介入

　・長期管理薬の調整

１）薬剤アドヒアランス・吸入手技の確認・調整

薬剤師・看護師と協働して，これまでの薬剤アド

ヒアランス・吸入手技（吸入後のうがいも）を確認

する．また継続治療の必要性を説明する．低用量の

ICS で安定していても，吸入を中断すると，継続し

た場合と比べ，3 ヶ月後の増悪リスクは2.35倍あがる

とされる．

増悪前の呼吸機能データがあり，気流閉塞が強い

場合は，より末梢気道に薬剤が届くデバイスに変更

する．例えばエアゾル製剤（pMDI）をスペーサー（エ

アロチャンバープラス®など）を用いて吸入する様指

導する．ただし，エアゾル製剤の一部には溶媒にエ

タノールが用いられており，アルコール臭があわな

い，アルコール摂取で喘息症状が誘発されるなどの

例では不適である．
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　尚65歳以上であれば喘息管理料 2 でスペーサーの

提供が可能であるが，64歳以下は自費で購入しても

らう．スペーサーの購入が難しい場合は，口をホー

と発声する形（舌を下歯列にあて，あくびをする形）

にして吸入する“ホー吸入”を指導する．吸入時に

顎を少し挙げ，吸入器のベクトルを気管方向に向け

ることがコツである．アレルギー性鼻炎を合併して

いる例では，ICS を吸入後呼出時に鼻から呼出する

ことで鼻炎症状軽減にもつながる．

２）増悪の契機・環境調整など

喘息発作は，アレルゲン曝露，黄砂飛散や低気圧

時期，感冒流行時期などに生じやすいが，発作の誘因，

増悪に至るまでの経緯を聴取することが大事である．

天候変化に対する対策は困難であるが，COVID-19

蔓延期には，以前よりも喘息発作による入院が減っ

たことが報告されている．徹底したマスク着用・ウ

イルス感染対策，薬剤アドヒアランス改善などが功

を奏したと推察される．

また，普段から喘息症状が残るコントロール不良

例では，住環境・職場環境や各種併存症が悪化要因

になっている可能性があり，これらへの介入が必要

である．ネコなどのペットは手放しにくいが，寝室

にいれない，シャンプーを定期的にする，エアコン

の掃除などを指導する．加湿器・水槽は室内の真菌

繁殖につながるため推奨されない．当然のことなが

ら現喫煙者は禁煙が必須である．看護師やアレルギ

ー療養指導士と協働して指導を進める．

３）併存症の確認・介入

アレルギー性鼻炎や好酸球性鼻副鼻腔炎，睡眠時

無呼吸症候群，肥満，胃食道逆流症，喫煙，気管支

拡張症などの併存症により難治化する例も多い．難

治性喘息例が入院した場合は，図 1 に示す様に少な

くとも 5 群の併存病態（上気道 ・ 肥満 ・ 微生物 ・喫

煙・心理的要因）について確認し，介入する．特に

COPD との併存例では，後述の COPD 増悪の項も参

照いただきたい．

４）長期管理薬の調整（図２）

吸入薬は，発作改善後吸入可能となった段階で再

開・または開始する．入院時，既に吸入が可能であ

れば原則入院時より開始して良い．前述の様に，デ

バイスの変更・ICS の増量，長時間作用性β２ 刺激薬

（LABA）や長時間作用性抗コリン薬（LAMA）の

併用（多くは配合剤）の必要性などは指導医と相談

の上決める．吸入抗コリン薬は，従来は COPD の薬

図１.   喘息の重症化・難治化に関わる併存病態
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剤として用いられていたが，ムスカリン受容体 M3

を選択的・長時間阻害する薬剤が登場して以来，喘

息の長期管理薬としての有用性が確立された．喘息

の気道では副交感神経の過緊張（アセチルコリン過

剰）状態であり，LAMA の併用により，一秒量が増

え，息苦しさ，痰症状，咳嗽などが改善しやすい．

既に十分な吸入療法・併用薬（ロイコトリエン受

容体拮抗薬，徐放性テオフィリン薬など）が導入さ

れていても，増悪・入院を反復する例では，抗 IgE

抗 体（ ゾ レア®）， 抗 IL-5 抗 体（ ヌ ー カラ®）， 抗

IL-5 受容体α抗体（ファセンラ®），抗 IL-4 受容体

α抗体（デュピクセント®）といった生物学的製剤の

導入を考慮する．血清 IgE 値（＋吸入抗原への感作），

末梢血好酸球数，呼気 NO のいずれかが高い例では，

上記の生物学的製剤の効果が期待できる．実際多く

の症例で導入により劇的な改善が得られている．2

型炎症指標が低値で，喀痰が多く好中球性気道炎症

が主体の例では，エリスロシン®400mg/ 日などの少

量マクロライド療法を考慮する．また胸部 CT で気

管支拡張や細気管支炎像の出現がないか確認する．

いずれの炎症指標も低い場合は，気管支鏡を用いた

気管支焼灼術（サーモプラスティー）が選択肢となる．

通電プローブを用いて気道粘膜を65度に加温するこ

とにより，気道平滑筋細胞を選択的に減少させる．

また気道上皮下に分布する感覚神経も消失するため，

難治性の咳嗽を呈する重症喘息例ではその効果が期

待されている．コスト面などで生物学的製剤やサー

モプラスティの施行が難しい場合は，少量の経口ス

テロイド薬（プレドニン®など）を併用せざるを得な

いが，長期使用時は全身性の副作用が必発のため，

必要最小限とする．

Ⅱ．COPD 増悪時の管理のポイント

COPD の定義は“タバコ煙を主とする有毒物質を

長期に吸入暴露することなどにより生ずる肺疾患で

あり，呼吸機能検査で気流閉塞を示す．気流閉塞は

末梢気道病変と気腫性病変がさまざまな割合で複合

的に関与し起こる．臨床的には徐々に進行する労作

時の呼吸困難や慢性の咳，痰を示すが，これらの症

状に乏しいこともある”である．

COPD 患者は，呼吸器感染症などを契機として息

切れの増加，咳や痰の増加，胸部不快感・違和感の

出現あるいは増強などを認め，安定期の治療の変更

が必要となる．この状態を COPD の増悪と定義する．

尚，心不全，気胸，肺血栓塞栓症などの他疾患が先

行する場合は除くが，実臨床では COPD 例の緊急入

院時には心不全（特に右心不全）・気胸が原因になっ

ていることも多く，これらを確認し該当する場合は，

その治療を行う．また喘鳴，呼吸困難などの症状が

喘息の増悪と似ているため，喘息発作と混同しない

様に注意する（実際には喘息合併例もあるため，発

図２.   喘息管理の概要
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症年齢・喫煙歴・胸部 CT での気腫像の程度・アト

ピー素因・末梢血好酸球数・安定期の呼気 NO など

から総合的に判断する）．

１． 救急室～救急入院後数日の管理のポイント：下

記を同時進行で行う

　・ 増悪の重症度を判定し，入院適応を決定する・

増悪の契機を探索する

　・ABCアプローチを基本とした薬物療法を行う

　・ PaO2≦60TorrあるいはSpO2≦90％の場合は，

酸素療法を開始する

　・ 呼吸不全の悪化を防止し，重篤な併存症の有無

を確認する

１）�入院適応の決定・併存症を含めた増悪状態の把

握

入院の適応は，安静時呼吸困難の増加，頻呼吸，

低酸素血症の悪化，錯乱・傾眠などの精神症状など

の著明な症状，急性呼吸不全，チアノーゼ，浮腫な

どの新規徴候の出現，初期治療に反応しない場合，

重篤な併存症（左 ・ 右心不全，肺塞栓症，肺炎，気胸，

胸水，治療を要する不整脈など）の存在などから総

合的に判断する．高齢者，安定期に高度の気流閉塞（％

一秒量＜50％）がある例は，入院適応となる．

・ 問診で確認すべき最低事項（超急性期を脱して

から，改めて聴取すべき内容は後述する） ： 発熱，

胸痛の有無，安定期に比べて悪化した症状（息

苦しさ・咳・痰の増加，痰の膿性化）の詳細．

不眠・頭痛（CO2 貯留の可能性を示唆）の出現

の有無も確認する．吸入薬を含めた薬剤アドヒ

アランス，前医で加療されている場合，治療に

対する反応性，過去の増悪・人工呼吸器の使用

歴や全身併存症．

・ 身体所見で確認すべき主な点 ：チアノーゼの有

無．胸鎖乳突筋や斜角筋などの呼吸補助筋の使

用や奇異性呼吸（吸気時に腹壁が陥凹する．横

隔膜の筋疲労のサイン）．意識・呼吸状態の他，

頸静脈怒張や下腿浮腫の有無など，心不全徴候

を確認する．

・ 血液検査： 増悪の原因の多くは感染であり，関

連する項目を検査するが，他にも合併している

可能性のある病態を考える．例えば左心不全，

右心不全（肺性心）であれば BNP や心筋虚血の

マーカー，肺血栓塞栓症であれば D-dimer など

である．心不全の合併には常に注意を要する．

家族歴からα1-AT 欠損を疑う場合には確認が必

要．酸素飽和度・動脈血液ガス分析については，

酸素療法の項を参照．

・ 胸部 X 線・CT など：胸部 X 線撮影では正面像

に加え，側面像撮影も望ましい．横隔膜低位，

平坦化，胸骨後腔の透過性亢進など COPD に特

徴的な所見を確認する．胸部 CT 撮影も必要であ

る．広範な気腫像がある例では，胸部 X 線像の

みでは肺炎像を見つけにくく，胸部 CT で初めて

確認できることがある．気腫・気道壁肥厚の程

度も把握する．また COPD 例では肺線維症を併

発することもあり（気腫合併肺線維症 CPFE），

その場合気流閉塞がそれほど強くなくとも，労

作時の低酸素血症が顕著となる．気腫だけでな

く，下肺野の線維化の有無に注意する．また

COPD は肺がんのリスク因子であり，胸部 CT

で結節影を認めた場合は，肺がんの可能性を含

め指導医に確認する．肺血栓塞栓症の合併を疑う

場合は，造影 CT を撮影する（gold standard）．

胸部 X 線像で気胸が疑われる場合でも，胸部

CT で巨大ブラと判明することがある．勿論その

場合は，胸腔ドレナージを行ってはいけない．

過去の胸部画像との比較を習慣づけることが肝

要である．

・ 心電図（12誘導）：肺性心や不整脈が合併する可

能性があるため評価が必要である．必要時，特

に肺高血圧が疑われる例では心エコーも行う．

・ 喀痰検査：喀痰培養（抗酸菌を含む），細胞診を

行う．

２）動脈血液ガス測定・酸素療法/呼吸管理（図３）

　原則，室内気で安静臥位か坐位15分後に採血する．

体位の他，酸素吸入時には酸素投与条件も記録する．

PaO2, PaCO2, pH, HCO3
− 
いずれも重要である．また

PaCO2 は SpO2 ではわからないため，酸素投与後も

動脈血液ガスによる PaCO2 評価が重要である．

　動脈血液ガスにて呼吸不全（PaO2 ≦ 60torr）が

あれば酸素投与を行う．PaO2 を60 ～ 70torr 目標に

設定し，低濃度酸素（酸素カニュラで開始可）から

開始する．ただし COPD 例では容易にⅡ型呼吸不全

（PaCO2 ＞ 45torr）に至り CO ナルコーシスを来す

リスクが高い．Ⅱ型呼吸不全時はベンチュリーマス

ク （投与酸素濃度 FiO2 が，換気量に左右されず正確

である）を用い，低濃度（FiO2 24％）から開始する．



松　本　久　子34

さらに呼吸性アシドーシスの進行が認められる場合

や努力呼吸による極度の疲労状態であれば積極的に

NPPV を導入する．気腫像が顕著で気胸のリスクが

高いなど何らかの理由で NPPV が使用出来ない場合

にはネーザルハイフロー（FiO2 を21％～ 100％まで

可変できる）も使用できるが，導入に関しては指導

医の指示を仰ぐ．また，NPPV を導入した場合も， 

IPAP，EPAP とも圧は低めに設定する．導入時は，

ST モード，IPAP 7 ～ 8cmH2O, EPAP 3 ～ 4cm H2O

から始めることが多い．詳細な設定は呼吸不全の治

療に準じる．治療によっても改善しない場合には挿

管下人工呼吸を検討する．COPD 増悪は生死に関わ

る重篤な病態であり，酸素濃度設定などには十分な

配慮を要するため指導医の指示を仰ぎつつ診療する

こと．

３）薬物療法：ABCアプローチ（実際はBCA）

・ 気管支拡張薬（B）

短時間作用性気管支拡張薬を頻回に投与し，気流

閉 塞 を 解 消 す る． 短 時 間 作 用 性β２ 刺 激 薬 

（SABA）の吸入が第１選択で，抗コリン薬吸入

（SAMA）の併用も有効である．pMDI が使用可

能なら，各々１回あたり２～４吸入を繰り返し投

与する．pMDI が使用不可能時はネブライザーを

用いる．ビソルボン吸入液®等の使用は推奨され

ない．通常２時間以上の間隔を空ける様に指導さ

れているが，喘鳴や呼吸困難が強度の場合は心電

図モニター下に20分毎に追加吸入可．

例）①サルタノール®１回４吸入を１日４回

アトロベント®１回４吸入を１日４回

として両者を頓用使用可．

② メプチン吸入液ユニット® 0.5mL＋生食５

～10mLを１回量として１日４回以上ネブ

ライザー吸入する．

　・ステロイド（C）

入院を要する急性増悪時には通常ステロイド薬

の全身投与（経口ないし経静脈投与）を行う．

気流制限や呼吸困難の改善を促進し，入院期間

の短縮が得られる．仮に肺炎を併発している場

合においても，抗菌薬治療と併用することで安

全に施行することが出来る場合が多い．喘鳴・

呼吸促拍が強度の場合には投与を考慮する．プ

レドニゾロン換算で，通常30 ～ 40mg/ 日を 5 ～

7 日間投与する．

　・抗菌薬（A）

発熱，喀痰量の増加・色調（膿性度の増加）の

変化，CRP 上昇などにより細菌感染の徴候があ

れば，抗菌薬の投与を検討する．画像上明らか

図３.   COPD増悪時における呼吸管理 2
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な肺炎像が認められる場合は抗菌薬の投与は必

須である．

起炎菌として頻度が高いものは H. influenzae, 

M. catarrhalis などである．マクロライド系，

第２世代セフェム系，ハイリスクの場合には広

域セフェム，抗緑膿菌性抗菌薬などを選択する．

２．入院後の管理（図４）

１）再度問診と病歴確認

超急性期から回復し，会話が可能になった時点で，

再度病歴などを詳細に聴取する．

診断時期，他院での治療歴，職業歴（粉塵曝露の

有 無， 有 毒 ガ ス・ 煤 煙 の 吸 入 歴 な ど ）， 喫 煙 歴

（1pack=20本として，１日の pack 数×喫煙年数すな

わち pack・year を記載する．最終喫煙時期も確認

する），既往歴（特に気管支喘息の有無，心疾患など

高齢喫煙者に頻発する生活習慣病の有無，症状に関

連する耳鼻科疾患・消化器疾患の有無，小児期の感

染症など），家族歴（近親者に COPD の有無など）．

特に若年発症（おおむね50−55歳未満で発症）例で

は，肺の発達障害が原因のこともあり，周産期状況（未

熟児出産・新生児期の酸素投与・人工呼吸歴など）

も尋ねる．また最近の身体活動度・食事摂取状況・

体重も尋ねる．これは後述の患者教育にも含まれ，

患者自身で介入できる日々の重要な指標であること

を意識してもらう．

２）�長期の薬物療法：以下は吸入が可能となった時

期から再開または開始する．

・ 長時間作用性気管支拡張薬：β２刺激薬（LABA）

と抗コリン薬（LAMA）の吸入薬の単剤または

配合剤があり，現在各々 3 ～ 4 種類ずつある．薬

剤の特性に加えて，加圧式定量噴霧式吸入器

（pMDI），ドライパウダー（DPI），ソフトミスト

（SMI）など薬剤が入っているデバイスの特徴を

理解し，指導医の元適切な薬剤を選択する．吸入

が困難な例では，LABA の貼付剤，テオフィリ

ン除放製剤を用いる．

長時間作用性気管支拡張薬に加え，呼吸困難時

ま た は 労 作 前 に 短 時 間 作 用 性 気 管 支 拡 張 薬

（SABA や SAMA）を頓用する．

・ICS

COPD において ICS を単独で用いることはな

い．喘息と異なり，COPD では ICS により肺炎

などの気道感染のリスクを高める懸念があるた

め，喘息合併例，増悪を反復しかつ末梢血好酸

球数が高い（＞300/μL）例に限定して，LABA

や LABA/LAMA と併用して処方する．いずれ

の場合でも指導医と相談して処方する．

３）リハビリテーション

COPD 増悪は寝たきりにつながるハイリスク状態

である．増悪の超急性期が過ぎ，ある程度安定した

図４.   安定期COPDの重症度に応じた管理 2
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ら速やかに呼吸リハを導入する．喀痰排出が困難な

場合は，排痰訓練が効果を期待できる．呼吸リハを

依頼する際は，労作時の酸素量，合併症（心疾患）

の有無，制限事項などの重要な情報を忘れず申し送

る．労作時の酸素投与量は，安静時量＋２〜３L/ 分

を目安にする．またリハビリ導入後も，アセスメン

トと介入計画立案，実際のリハビリ達成程度などを

積極的に確認・参画することが重要である．増悪後

の身体活動性維持は再増悪のリスクを軽減し，生命

予後を改善するため重要であり，下記の患者教育を

含めて，退院後も身体活動性を維持する様指導する．

患者教育

・ COPDの主たる原因である喫煙の危険性について

十分に説明し，禁煙指導を行う．禁煙により増悪

が1/3に減少する．

・ 散歩等の日常生活においてのリハビリ・身体活動

性の向上の重要性を説明し，推奨する．歩数計を

活用する．

・ 十分な栄養摂取が必要であり，管理栄養士と相談

して栄養指導を依頼することも有益である．体重

測定も促す．

・ 肺炎球菌ワクチン，インフルエンザワクチンのワ

クチン接種歴を確認し，未接種の場合，接種を推

奨する．

・ 増悪時の対応について家族を含めて説明する．過

去の増悪が，再増悪の最大のリスク因子であるた

め，改善した後は，「次の増悪予防」の対策を立

てる．
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