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● Letter to the Editor

慢性咳嗽と睡眠時無呼吸をつなぐ胃食道逆流症
寺本

信嗣ａ

吉田

和史ｂ

編集委員長殿
1）
総説「慢性咳嗽と閉塞性睡眠時無呼吸症候群」
を拝読しました．肥満の増加や食生活の変化によって，胃食道逆流

症（GERD）による慢性咳嗽が増加しています．睡眠時無呼吸は，胸腔内圧の変動，迷走神経反射などを介して気道
過敏性を亢進し，咳閾値を低下させますが，この際，胃食道逆流（GER）は大きな役割を担っています．経鼻持続性
陽圧呼吸法（nCPAP）による咳嗽症状の改善にも GER 改善が寄与すると考えられます2）3）．この咳には，誤嚥も関与
していると考えられます．したがって，慢性咳嗽の診断・管理にあたって，夜間の呼吸状態の把握と同時に GERD に
ついても評価しておかないと片手落ちとなります．GERD の評価については質問票が有効であり，proton pump inhibitor（PPI）による治療的診断もあります．
これらの指摘は，2000 年前後から議論されており，咳だけではなく，喘息研究における CPAP の役割についても考
慮すべきです．特に，nCPAP の実質的開発者 CE Sullivan と豪州喘息研究の第一人者 AJ Woolcock の共著である歴
史的論文4）が引用されていないのは寂しい気がします．これらの萌芽的な研究が慢性咳嗽にも応用されており，その
経緯を知るべきと思います．
したがって慢性咳嗽治療において睡眠時無呼吸を考慮することは重要ですが，同時に GERD の併存の有無を判断す
ることが重要であると考えます．
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Response to Letter to the Editor

慢性咳嗽の新たな原因疾患としての閉塞性睡眠時無呼吸症候群

慢性咳嗽と閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）をつなぐ胃食道逆流症（GERD）につき，ご指摘いただきありがと
うございました．1988 年に Woolcock らは，持続性陽圧呼吸（continuous positive airway pressure：CPAP）が閉塞
性睡眠時無呼吸（obstructive sleep apnea：OSA）合併気管支喘息患者の夜間症状を改善させることを報告しており
ますが，本論文の引用がなかった不備についてもご意見いただきありがとうございました．ご指摘のように，慢性咳
嗽において GERD の関与は大変重要であり，CPAP による GERD の改善から咳嗽も改善に至る症例は多く存在する
と考えております．一方で，咳特異的質問表として知られている LCQ（Leicester Cough Questionnaire）の創始者で
ある Birring らは，2007 年に慢性咳嗽の原因疾患として OSA の関与が疑われる症例を初めて報告しました．この症
例報告から，GERD の治療では改善しない慢性咳嗽患者，あるいは GERD が存在しない慢性咳嗽患者で，これまでの
ガイドラインに従った治療では改善しない難治性慢性咳嗽患者のなかに OSA 例が潜在しており，CPAP 導入後に咳
嗽が改善する症例が存在している可能性があることが示唆されています1）．我々の経験した症例でも，ご指摘された
GERD 質問表で GERD 症状がないと考えられる慢性咳嗽患者や，GERD に対してすでに proton pump inhibitor（PPI）
を投与されているにもかかわらず咳嗽の改善のなかった難治慢性咳嗽患者において，CPAP 導入により咳嗽が著明に
改善いたしました2）．CPAP が OSAS の慢性咳嗽を改善する機序はいまだ不明ですが，GERD の改善以外にも睡眠中
の気道閉塞やいびきが気道炎症を誘起し咳嗽を誘発している可能性が推察されております3）．ご指摘いただいた
Woolcock らの報告においても，CPAP が気管支喘息の夜間症状を改善する機序について，いびきや気道閉塞が喘息
の夜間症状のトリガーとなっており，これらが CPAP にて改善した可能性があると考察されています．気管支喘息と
慢性咳嗽と疾患は異なっておりますが，その症状の発症機序と CPAP が有効である点において共通点であると考えて
おります．しかし，CPAP の咳嗽改善の機序についてはいまだ十分に解明されておらず，今後この分野でのさらなる
検討，研究が必要であると考えております．
著者の COI（conﬂicts of interest）開示：本論文発表内容に関して特に申告なし．
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