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しも喘息と診断されていなくても、β2

刺激薬吸入を用いた気道可逆性試験ま
たはメタコリン吸入、もしくは運動負
荷に対する気道過敏性試験が陽性であ
れば、アスリート喘息と診断すること
ができる。診断に用いられる肺機能検
査の概要を示す。
1）気道可逆性試験：スパイロメトリ

ーで測定した 1 秒率が 85％未満の
場合、β2 刺激薬であるサルブタモー
ル吸入後に 1 秒量（FEV 1）が前値よ

り 12％以上、かつ 200 ml以上上昇す
れば陽性と判定する。

2）気道過敏性試験：強力な気管支平滑
筋収縮作用を有するメタコリンのエ
アロゾールを濃度を順々に濃くしな
がら吸入させ、FEV 1 が前値の 80％
となるメタコリン濃度（PC 20）を決
定する。PC 20 が 4.0 mg/ml以下の
場合に気道過敏性が亢進していると
判定する。

3）運 動 負 荷 試 験（exercise challenge 

アスリート喘息と気道の
コンディショニング
坂本 龍雄 M.D., Ph.D., 中京大学スポーツ科学部 教授, 認定NPO法人アレルギー支援ネットワーク 理事長

アスリート喘息をどのように診断
するか
　気管支喘息（以下、喘息）とは、「喘息
予防・管理ガイドライン 2018」（日本ア
レルギー学会喘息ガイドライン専門部
会監修）（1）によれば、気道の慢性炎症
を本態とし、変動性をもった気道狭窄

（喘鳴、呼吸困難）や咳などの臨床症状
で特徴づけられる疾患である。診断に
おいては、発作性に出現する呼気延長
を伴う呼吸困難・喘鳴・咳などの気道
症状、聴診所見として、有症時に聴取さ
れる両肺野の連続性ラ音（wheezes）、
そして気管支拡張薬であるβ2 刺激薬
吸入がこれらの気道症状と肺雑音に著
効することが重要な目安となってい
る。喘息における急性増悪のトリガー
は多彩であり、運動・アレルゲン・タ
バコ煙・大気汚染物質・気道感染・疲
労・ストレス・気象変化などが知られ
ている。そして、運動を含む種々のト
リガーに対する気道過敏性亢進を証明
することも喘息診断の目安となる。
　アスリートにみられる喘息をアス
リート喘息と定義することができる。
しかし、日本アンチドーピング機構

（JADA）は喘息の治療薬に関する治療
使用特例（TUE）の審査のため、アスリ
ート喘息をより広義に定義している

（17）。診断手順を図 1 に示すが、必ず

図 1　気管支喘息治療に関するTUE申請のための情報提供書
（日本アンチ・ドーピング機構、2019年版）に基づくアスリート喘息の診断手順

（1）より引用 
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test、ECT）：トレッドミルなどを使
って運動を 8 分間（運動強度を速や
かに最大酸素摂取量の 90％以上に上
げる）実施後、30 分以内にFEV 1 が前
値より 10％以上低下すれば陽性と判
定する。

トップアスリートの喘息の有病率
は高いか
図 2 は、2002 〜 10 年に開催された

オリンピックに参加したアスリート
で、喘息と診断された選手（気道の可
逆性または過敏性亢進が証明され、β2

刺激薬吸入がTUEとして許可された
選手）の割合が高い代表的な競技と低
い代表的な競技を示している（11）。高
率群では、夏季・冬季大会ともに耐久
性競技（endurance sports）が上位を占
め、一方、低率群のすべてが非耐久性の
競技であった。なお、大会別の平均有
病率は 4 〜 8％であった。これらの結
果は、トップアスリートの喘息有病率
は一律に高いわけではなく、競技種目
に大きく依存することを示している。
1998 年の長野オリンピックの米国代
表選手全員（196 名）の調査（27）におい
ても同様の結果が示されている。ドイ
ツの北京大会（2008 年）参加選手とバ
ンクーバー大会（2010 年）参加予定選
手において、両者の喘息有病率に有意
差を認めなかったが、耐久性競技選手
の有病率は非耐久性競技選手のおよ
そ 2 倍であった（ 18.1％vs. 8.4％）（24）。
　北京オリンピックにおいて、自転車
競技のメダル獲得選手とそうでない
選手の喘息有病率はそれぞれ 28.9％
と 17.3％であり、明らかな差を認めた

（11）。競泳選手においても同様の結果
が報告されている（11）。耐久性競技で
メダルを獲得するにはより過酷なトレ
ーニングが強いられる。したがって、
この結果はより過酷なトレーニングが
喘息の発症を促進した可能性を示唆し
ている。図 3 は、2000 〜 10 年に開催
されたオリンピックにおける大会別の

全参加選手とメダル獲得選手の喘息有
病率の違いを示している（12）。いずれ
の大会においてもメダル獲得選手の有
病率は全参加選手よりも高かった。冬
季大会においてこの傾向が著明であっ
たが、冬季大会の耐久性競技種目数の
割合が夏季大会に比べて高いことにそ
の理由があるとしている。
　競技別の解析はなされていないが、
2008 〜 14 年に開催された 4 つのオリ
ンピックに参加した日本代表選手の
喘息有病率はそれぞれ 12.4％、12.0％、
11.2％、8.4％であり（10）、我が国の成
人喘息の推定有病率（ 6 〜 10％）より
も高値であった。
　オリンピック選手を対象とした喘息
有病率の調査（10,11,12,24,27）は、アス
リート喘息の特徴として、1）耐久性競
技のアスリートに高率にみられるこ

と、2）耐久性トレーニングの運動強度
や練習量を増すことが発症や悪化の契
機となること、3）思春期後期以降の発
症例が少なくないことを示している。

運動負荷試験を診断基準とした
アスリート喘息の病型分類
　一定の重症度を有する通常の喘息患
者では、喘息のコントロールが破綻し
かかると運動時に喘息症状を認めるよ
うになり、運動時以外の日常生活にお
いても喘息症状が頻発する。一方、ア
スリート喘息の場合、喘息症状は激し
い運動時に出現しやすく、日常生活で
はあまり目立たないとされている（4）。
もちろん、アスリート喘息の病型は画
一的ではない。ECTをゴールドスタン
ダードとしてアスリート喘息の病型分
類を試みると次のようになる。

図 2　夏季オリンピック（アテネ大会/北京大会：上段）と冬季オリンピック
（ソルトレーク大会/トリノ大会/バンクーバー大会：下段）における

競技種目別の気管支喘息有病率　（11）より引用・改変
＊左段：上位 4 種目、右段：下位 4 種目
＊TUEにおいてβ2 刺激薬吸入が許可された場合を気管支喘息ありとした。

図 3　オリンピック大会毎の気管支喘息の有病率　（12）より引用・改変
＊TUEにおいてβ2 刺激薬吸入が許可された場合を気管支喘息ありとした。
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病型 1：ECT陽性。喘息症状により日
常生活に不便を生じることがある。

病型 2：ECT陽性。運動時を除き、喘
息症状により日常生活に不便を生じ
ることがほとんどない。運動誘発喘
息（exercise-induced asthma、EIA）
の表現が当てはまる病型を指す。実
態解明が十分になされていないが、
トップアスリートではこの病型が優
位だと推測される。

病型 3：ECT陽性。しかし、運動時に
おいても明らかな喘息症状がみられ
ない。日本アレルギー学会やJADA、
後述する世界アンチ・ドーピング機
構（WADA）の診断基準では喘息と
診断されないが、一時的であっても
運動時に肺機能が低下する。

病型 4：喘息と診断されているがECT
は陰性。

　運動が気道狭窄を引き起こす現象を
運動誘発気管支収縮（exercise-induced 
bronchoconstriction、EIB）と呼ぶが、
ここでいうECT陽性はEIB陽性を意味
する。ECTが陽性であれば、病型や重
症度の違いにかかわらず競技パフォー
マンスが障害されるリスクが予想され
る。したがって、ECT陽性者を見逃さ
ないために、喘息の既往がなくてもす
べてのアスリートにECTを定期的に実
施することが望ましい。しかし、現行
のECTでは運動負荷に対する気道過敏
性亢進（EIBの出現）を感度よく検出す
ることができない。

運動誘発気管支収縮が起こる仕組み
　EIBの発症機序を図 4 に示す（2）。運
動時の過換気により気道内腔面を被覆
している粘膜上皮から水分が奪われ
る。細胞外液が濃縮されて浸透圧が上
昇することで、粘膜上皮周辺に分布す
るマスト細胞や好酸球などの炎症細胞
から強力な気管支平滑筋収縮作用を有
するプロスタグランディン、ロイコト
リエン、ヒスタミンなどが遊離され、気
道狭窄が惹起される。これがEIBの主

要な機序と考えられている。寒冷環境
においては、過換気による気道内冷却
により気道壁の血管が収縮し、気道内
温度の回復とともに反射的に血管拡張
と血漿漏出が惹起されて気道壁が肥厚
する。その結果、気道内腔が狭小化さ
れる。
　運動はEIBの間接的な原因であり、
粘膜上皮の細胞外液の浸透圧の上昇が
より直接的な原因となる。過換気負荷

（組成が 5％ CO2、21％ O2、74％ N2 の
混合ガスの過換気［例：換気負荷量は
最大換気量（MVV）の 85％ /分×数分
間］）および気道粘膜の細胞外液を高
浸透圧化するマンニトールや高張食
塩水の吸入もまた、運動負荷と同様の
気道粘膜に対する効果を生じる。実
際、多くの先行研究において、ECTは
過換気負荷試験（eucapnic voluntary 
hyperpnea、EVH）やマンニトール、高
張食塩水の吸入負荷試験で得られた結
果と正の相関を示している（23）。

過換気負荷試験は運動誘発気管支
収縮診断のゴールドスタンダード
　JADAの診断基準で用いられている
ECTの条件設定は、アスリートでない
喘息患者であれば 80 〜 90％のEIB発
症率を担保する。しかし、アスリート
喘息においてはEIBの発症率や再現率
が低下する。負荷量の不足、すなわち
気道内腔面を被覆している粘膜上皮の

細胞外液が十分に脱水・濃縮されない
ことがひとつの要因と考えられてい
る。競技やトレーニング中に経験する
最大の運動強度を課せばEIBの発症率
や再現率は格段に増加すると思われ
るが、実用性が損なわれる。そこで、
ECTの代替検査としてEVHが注目さ
れるようになり、アスリート喘息の診
断・評価のために広く利用されている。
WADAの気道過敏性亢進の診断基準

（図 5）（26）には、メタコリン吸入を用
いた気道過敏性試験に加えて、EVHと
マンニトールや高張食塩水の吸入負荷
試験も採用されている。
　EVHの換気負荷量は、分時換気量が
MVVの 85％程度で負荷時間は 6 分と
されている。負荷後、FEV 1 が前値よ
り 10％以上低下すると陽性と判定す
る。換気負荷量を低下させると陽性率
は低下し、換気負荷量が同じでも 1 回
換気量を下げて負荷時間を伸ばすと陽
性率が低下する。後者の条件は末梢気
道の粘膜上皮の細胞外液が十分に脱
水・濃縮されないことによると考えら
れている。
　トップアスリートのEVH陽性率を
みてみよう。ラグビー選手 108 名を含
むトップアスリート 228 名を対象に
EVHを行なったところ、陽性率は 34％
であった。EIB既往者（30 名）の陽性率
は 70％ときわめて高く、一方、非既往
者（198 名）は 29％であった（9）。トッ

図 4　過換気による運動誘発気管支収縮の発症機序　（2）より引用・改変
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　アスリートにおけるEVH陽性率は
きわめて高く、EVHはECTやメタコリ
ン吸入による気道過敏性検査と比較す
ると、アスリート喘息の病型 3 に相当
する潜在的EIBの診断に有用と思われ
る。

アスリート気道では過換気負荷に
より収縮機転が生じる
　Priceら（22）は、全国大会出場以上の
競技レベルを有するトップアスリー
ト 178 名を含む 224 名のアスリート
を対象にEVHを実施した。対象者は
いずれも喘息の既往がなく、スパイロ
メトリーの検査指標はすべて正常範
囲であった。しかし、それにもかかわ
らず 76 名（34％）のアスリートが 10％
以上のFEV 1 低下率を示した。また、
15％以上のFEV 1 低下率を示したの
は 32 名（15％）であった。この結果か

ら、EVHの陽性基準の妥当性に若干の
疑問を呈している。そして、FEV 1 低
下率が 10％以上〜 15％未満でEVH
陽性と診断されたアスリートに対し、
impulse oscillation systemなどの呼吸
機能検査や炎症バイオマーカー（呼気
NO測定など）を用いた検査を追加して
病態を詳しく解明することを今後の課
題としている。
　Priceらの研究（22）では、過換気負荷
後にFEV 1 が上昇することはなく、ま
た、5％以上のFEV 1 低下率を示したア
スリートは 86％に及ぶ結果となった。
このことは、多くの場合、過換気負荷は
気道過敏性亢進を有さないアスリート
気道に対しても収縮性に作用すること
を意味している。過換気負荷は健常気
道に対して拡張性に作用するというの
が従来の認識であるが、大きく食い違
う結果となった。耐久性トレーニング

プスイマー 33 名を対象とした研究（7）
でもEVH陽性率は 55％と高かった。
喘息の既往を有する 13 名のうち 11 名

（85％）がEVH陽性、エルゴメーターを
用いたECT陽性が 3 名（23％）、水泳負
荷によるECT陽性が 1 名（8％）であっ
た。EVH陰性の 2 名は 2 種類のECTも
陰性であった。サマースポーツのトッ
プアスリート 50 名を対象にEVHとメ
タコリン吸入による気道過敏性検査を
行なったところ、陽性率はそれぞれ 50
％と 18％であった（13）。そして、EVH
陽性者はすべてのメタコリン気道過
敏性検査陽性者を包含していた。Hull
ら（14）は、アスリートを対象とした
EVHに関する 12 の先行研究をレビュ
ー（対象者総数：860 名）し、EVH陽性
率が 33％で、EVH陽性群のFEV 1 低下
率は 18.0±9.8％（非陽性群は 9.2±8.4
％）であったと報告している。

図 5　世界アンチ・ドーピング機構によるアスリート喘息の診断基準ならびに気管支喘息の管理・治療指針　（26）より引用・改変
FVC：努力肺活量、FEV1：1 秒量、PC 20：1 秒量を20％低下させるメタコリン濃度

臨床症状：反復する息切れ、咳、喘鳴、胸苦しさ、過剰な喀痰

安静時の気流制限あり
FEV1＜80%, FEV1/FVC＜0.7

・喘息とその合併症の発症・悪化要因を明らかにする。
・喘息に関する患者教育を開始する。
・優先される環境改善策を決定する。
・薬物療法の必要性・適格性を評価する。
・最新の治療管理ガイドラインに基づいた治療を開始する。
・急性増悪の対応プランを⽴案整備する。
・運動誘発気管⽀収縮（EIB）の発症予防策を決定する。

サルブタモール（200-400µµg）
吸⼊による可逆性試験

安静時の気流制限なし

陰性

他疾患を考慮

陽性
FEV1: 12%以上の増加

アスリート喘息と診断

気道過敏性試験
運動負荷試験（ECT）または過換気試験 (EVH)

FEV1: 10%以上の低下 OR
⾼張⾷塩⽔/マンニトール吸⼊負荷試験

FEV1: 15%以上の低下 OR
メタコリン吸⼊試験

PC20＜4mg/mL（ステロイド未使⽤時）

陰性

陽性

WADAが推奨するトップアス
リートを対象とした喘息治療
薬の使⽤を検討する。
必要に応じてTUEを申請する。
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を長時間反復して行なうことで、こう
した通常の収縮機転がEIBの発症・悪
化に繋がる可能性が示唆される。

過換気を長期間反復して行なうと
気道上皮が傷害される
　耐久性トレーニング中の換気量は
EVHの換気負荷量の比ではなく、EIB
発症の有無にかかわらず気道上皮の広
範な傷害が避けられない（18）。その要
因として、前述したが、過換気が引き起
こす粘膜上皮の乾燥と冷却、空気中の
病原体・アレルゲン・汚染物質などの
有害物質の大量反復曝露、過伸展によ
る上皮細胞間隙の開大によるダメージ
が挙げられる。重要なバリア機能が損
なわれると易感染や炎症の常態化がも
たらされる。さらに、上皮細胞が離脱・
剥離して知覚神経（C線維が中心的な役
割を有する）の終末部が露出すること
で神経刺激を受けやすくなる。C線維
の終末部にはヒスタミン様の生理活性
を有する神経ペプチド（サブスタンス
P、ニューロキニンA、CGRPなど）が貯
留されており、神経刺激によりこれら
が遊離される。興味深いことに、動物
モデルにおいては、C線維が過換気や高
張食塩水の吸入により強く刺激され、
神経ペプチドにより平滑筋収縮・血管
透過性亢進・血管拡張・過分泌・炎症
細胞（好酸球、マスト細胞、好中球など）
の活性化が引き起こされる（3）。
　Chimentiら（8）は、喘息の既往やメタ
コリン吸入に対する気道過敏性亢進を
認めないアマチュアランナー（15 名）
の誘発喀

かくたん
痰を用いて、ハーフマラソン

後に気管支上皮細胞の剥離と好中球
性炎症に関与するインターロイキン
- 8 （IL- 8 ）の産生が引き起こされるこ
とを明らかにした。Karjalainenら（16）
は、喘息の既往がない競技スキー選手

（40 名）に気管支生検を行ない、夏のオ
フの期間であっても上皮基底膜部の肥
厚と好中球浸潤が高率に見出されるこ
とを明らかにした。さらに、メタコリ

ン吸入に対する気道過敏性亢進を示す
競技スキー選手において、非アスリー
ト喘息患者ほどではないが有意な好酸
球浸潤が観察された。これらの結果は、
耐久性トレーニングが気道上皮傷害を
介して好中球性炎症や気道狭小化に繋
がる組織構造のリモデリングを引き起
こす危険性を強く示唆している。

耐久性トレーニングが運動負荷に
対する気道過敏性亢進を誘導する
仕組み
　喘息気道では上皮細胞が広範囲に離
脱・剥離しており、それに加えて好酸
球性気管支炎と称される好酸球性気道
炎症と、上皮基底膜部の肥厚・平滑筋
の肥大・上皮細胞の杯細胞化などの構
造変化が存在している。こうした病理
学的変化が気道過敏性を亢進させ、運
動を含む様々な刺激や環境変化により
気道狭窄が誘発される（18）。過換気を
長期間反復すると粘膜上皮の傷害とと
もに主に好中球性炎症が惹起される。
しかし、Karjalainenら（16）が示すよう
に、Th 2 優位なアトピー体質が関与す
れば、好中球性炎症と同時に気道過敏
性亢進を引き起こす好酸球性炎症が誘
導されてもおかしくない。一部の喘息
において、好中球性炎症が主体となっ
て気道過敏性亢進が獲得されているこ
とが知られており、耐久性トレーニン
グが好中球性炎症による喘息気道を作
り出す可能性が考えられる。
　Knöpfliら（19）は、スイスのトライア
スロン・ナショナルチーム 36 名全員
を対象に、1 年ごとに 2 回のECTを実
施した。ナショナルチームにおける喘
息の有病率は 50％であり、喘息の既往
がなく、喘息治療薬を必要とせず、調査
期間を通してナショナルチームに在籍
するという 3 条件を満たしたのはわず
か 7 名であった。この 7 名の観察開始
前におけるECTのFEV 1 低下率は 1％
未満であった。しかし、その後 3％ずつ
低下し、3 名がECT陽性と診断された。

EIBの発症を前方視的に観察した研究
であるが、耐久性トレーニングの積み
重ねにより着実にそして緩徐にEIB発
症へ向かうプロセスが示されている。
他の耐久性競技における前方視的観察
研究でも同様の結果が示されている

（21）。
　Bougaultら（5）は喘息の既往のない
トップスイマー 19 名を対象に、トレー
ニングの追い込み期間とオフの期間に
過換気負荷とメタコリン吸入を用いた
気道過敏性試験を実施した。その結果、
追い込み期間中に一過性の気道過敏性
の亢進を認めた。室内プールでのトレ
ーニングが、一過性ではあるが気道過
敏性亢進を引き起こすことを明らかに
している。Bougaultら（6）はさらに、ト
ップスイマー 23 名（3 名が喘息）に気管
支生検を行ない、上皮基底膜部の肥厚・
好酸球浸潤・杯細胞過形成・ムチン分
泌亢進という喘息気道と共通の病理学
的変化を見出した。しかし、これらの
変化はメタコリン吸入に対する気道過
敏性の程度と関連しなかった。

まとめ：気道のコンディショニング
のための 6 つのポイント
1）気管支・肺を十分に労る
　肺機能の予備能力はきわめて大き
く、過酷なトレーニングに対して過換
気により運動量に見合った酸素を確保
する。しかし、過酷なトレーニングに
順応して「スポーツ肺」に転化すること
はない。無理を課した分だけ気管支・
肺にダメージを与えることを覚悟して
競技やトレーニングに向かうようにす
る。

2）クリーンな環境でトレーニングする
　成人喘息患者がロンドン市内のオ
ックスフォードストリートを 2 時間歩
いたところ、軽度ではあるが肺機能低
下と好中球性気道炎症が引き起こさ
れた。一方、ハイドパーク（王立公園）
ではこのような変化がみられなかっ
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た（20）。自動車排出ガスに含まれる
PM 2.5 がその原因とされている。喘息
気道とアスリート気道はいずれも想像
以上に過敏であり、過換気をしなくて
も大気汚染物質に過剰に反応すること
を認識すべきである。
　とりわけ室内プールにおける換気の
改善とプール水の汚染防止（塩素・ト
リクロラミン・トリハロメタンなどの
有毒ガスの発生を抑制）、室内スケート
場における製氷車の排気ガス規制は最
重要事項といえる。

3）乾燥と寒冷を避ける
　マスクの着用は乾燥や寒冷下での
EIBの発症・悪化予防にきわめて有用
である。新型コロナウイルスの感染予
防にマスクが広く利用されるようにな
り、アスリート用のマスクも改良が加
えられて機能性が向上してきている。
この機会にこうしたアスリート用マス
クを積極的に活用するようにしたい。
鼻呼吸を促進することで気道内の乾
燥・冷却が予防される。そのためのマ
ウスピースの開発も進められている。

4）気道上皮を保護するために気道感染
症予防を心掛ける

　気道感染症予防のためにインフルエ
ンザワクチンなどの接種に努め、普段
から規則正しい生活を送り、栄養補給、
疲労解消を心掛けることが大切であ
る。気管支炎罹患時には、重症化・長
期化を避けるために抗生剤投与などの
積極的な薬物治療を行なう。
　免疫グロブリンA（IgA）抗体が主役
となる気道の粘膜免疫の重要性を理解
し、IgA抗体産生を調整する腸管免疫
を強化するため、開発が進められてい
るプロバイオティクスやプレバイオテ
ィクスの活用を検討する。

5）脱水を予防し、適度な経口補水に努
める

　全身性の脱水が気道粘膜上皮の水分

喪失を引き起こす可能性は十分に考え
られる。Simpsonらの研究（25）によれ
ば、軽症喘息患者に運動後の脱水状態
下でEVHを行なったところ、FEV 1 低
下率は適度な経口補水を行なった場合
と有意な差を生じなかった。しかし、
肺活量の減少と残気量の増加が観察さ
れた。脱水は末梢気道の機能低下を引
き起こす可能性がある。一方、利尿剤
を用いて脱水状態にするとFEV 1 や最
大呼気流量などの指標が向上したとの
報告がある（15）。ともあれ、肺機能を
維持するためには栄養管理とともに適
度な経口補水に努めるべきだと考え
る。

6）喘息の早期発見・早期治療に努める
　EVHを活用した喘息の早期発見に
ついては前述した通りである。通常の
喘息の予防治療においては、吸入ステ
ロイド療法を適切に行なうことにより
喘息症状をきわめて有効にコントロー
ルすることができる。しかし、アスリ
ート喘息の一部は特効薬である吸入ス
テロイドに抵抗性を示すといわれてい
る。吸入ステロイド療法は好酸球性炎
症を強力に鎮静化するが、好中球性炎
症への効果は不十分であり、このこと
がアスリート喘息のステロイド抵抗性
を引き起こしている可能性がある。
　EIBに対する薬物治療の解説は本編
では割愛するが、EIBが疑われたらβ2

刺激薬を常に携帯し、症状出現時にそ
の効果を確認することを推奨する。
EIBとの鑑別を要する疾患として、声
帯機能不全症・運動誘発性過換気・パ
ニック障害・運動誘発アナフィラキシ
ー・心疾患などが挙げられるが、これ
らにはβ2 刺激薬吸入は無効である。
　最後に、アスリート喘息の予防方法
を確立し、子ども達が安心してスポー
ツに打ち込めるようにすることが急が
れる重要な研究課題となる。◆
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