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喘息患者さんのためのコミュニケーションマガジン
あなたが話せばあなたが変わる

[エアー]

喘息でお悩みの方に
一度見ていただきたいウェブサイト

喘息でお悩みの方に、喘息に関する情報と便利なツールをお届けする
情報サイトです。「ぜんそく症状チェッカー」や喘息に関する身近な情報
など、是非お役立て下さい。

https://www.allergy-i.jp/zensoku/

2022年4月作成　MAT-JP-2201439-1.0-04/2022

喘息治療において安心感と信頼感をもたらす
医師と患者のコミュニケーション
喘息治療において安心感と信頼感をもたらす
医師と患者のコミュニケーション

特集

齋藤孝と考える
空気を変える 患者さんのコミュニケーション力

＜Interview  主治医×患者さん＞



人にとって当たり前の“空気”も、

喘息をもつ方にとっては苦しさや不安を与える場合があります。

そして、そんな苦しさや不安のせいで、あきらめの“空気”をつくることも。

そんな“空気”は診察室にも広がって

「こんなこと話してもしかたがない」と、あきらめてしまいます。

でも、主治医の先生は、いろいろなことを話してほしいと思っています。

あなたの生活のこと、将来のこと、不安な気持ち…。

それらが、治療の手がかりになるからです。

医療の世界でも、伝えることの大切さが知られてきています。

「話してみてよかった」という声も多く聞きます。

「伝えることで、なりたい自分に近づく」

「あなたが話せば、あなたが変わる」

そんなメッセージを込めて、この冊子をお届けします。
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専門医に聞く「喘息お悩み相談室」　

教えて！喘息ことば辞典

齋藤孝と考える 空気を変える 患者さんの
コミュニケーション力

家電の力で息イキ生活
～家電のプロに学ぶ、加湿器の賢い選び方～

あなたの症状を見える化するために

「ぜんそく症状チェッカー」活用のすすめ　
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　喘息患者さんが抱える悩みや不安は、発症してからの期間や症状の程度、自身を取り巻

く現在の環境などによって異なります。長期間、症状に苦しんでいる患者さんの場合、喘息

が原因で周囲と同じように行動できないことに引け目を感じ、自分の気持ちを抑え込んで

いるかもしれません。「症状の辛さをわかってほしい」「良くなりたい」という思いで診察を

受けるものの、医師に遠慮して症状を伝えられない喘息患者さんも少なくないはずです。

　しかし、国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授／山王病院アレルギー内科の足

立満先生は「患者さんには、喘息症状だけでなく日常の些細な生活のことまで時間をかけ

て話してもらいます。医師はその患者さんの話を丁寧に聞きます。これがより良い治療につ

ながるのです」と指摘します。一方、4年半ほど前から足立先生の診察を受け、増悪も抑えら

れるようになった20代の患者さん（あずささん）は「足立先生との何気ない会話のやり取り

から“体調が悪くなったら我慢せず頼ってもいいんだ”と思うようになりました」と話します。

　今回は、足立先生とあずささんに、医師と患者さんの信頼関係の構築につながるコミュ

ニケーションについてお話をうかがいました。

※本インタビューは、飛沫感染防止のアクリルパーテーションを使用するなど、新型コロナウイルス感染症対策を十分留意した上で実施しています。2 3
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主治医 患者さん

     就職されて、仕事で多忙なことが
症状に影響することはありますか。

また、アトピー性皮膚炎やじんましんに
加え、春先には鼻炎もひどくなり、喘息
以外の症状にも苦労されていました。特
に、アトピー性皮膚炎はあずささんのよ
うな若い女性にとって喘息と同じぐら
い、QOLを阻害していたのではないかと
思います。

足立先生：まず、初診で時間をかけてこ
れまでの経緯を聞きました。あずささん
は長く喘息に苦しんでこられ、医師の診
察を何度も受けているため、ご自身の病
歴や困っていることを端的にまとめて話
すことに慣れていて、診察もとてもス
ムーズに進みました。また、例えば「この
日は症状が出て大変だった」といったこ
とを喘息日誌にきちんと書いてくださっ
ていたので、診察と診察の間の様子もよ
くわかり、症状が出たときはどのような
状況だったのかなど、フォローしやす
かったです。

足立先生：治療薬の関係で診察は1か月に
2回、毎回注射をする治療であり普通なら
「もう行きたくない」と思うでしょうし、様子
を見ながら「嫌だったら言ってくださいね」
と伝えていますが、あずささんは真摯に治
療に向き合っています。いまは、以前のよう
に急性の増悪で救急を受診したり、経口の
ステロイドを服用したりすることもありま
せんし、アトピー性皮膚炎もかなり改善し
ました。

あずささん：足立先生の診察を受けるよう
になり、主治医には自分の症状を一生懸
命、伝えることが大切だと思うようになりま
した。私はアレルギー症状が出やすいので
すが、何が原因なのかわからないことも少
なくありません。「症状には関係ないだろう
からわざわざ話さなくても…」と思ってしま
いがちですが、先生には伝えないとわから
ないので、些細な変化も伝えるべきだと
思っています。

あずささん：これまでさまざまな薬を服用
してきましたが、「この薬は自分に合って
いるのかな？」と疑問を持ちながら続ける
のではなく、主治医とよく相談し、本当に
自分に合う薬を探していくことが大切で
はないかと思います。私も足立先生と何
度も話し合って、自分に合う薬が見つか

り、いまようやく症状が改善してきました。
他の喘息患者さんも、主治医に必要以上
に遠慮せず、あきらめずに治療を続けて
ほしいと思っています。

あずささん：足立先生は毎回の診察で時間
をかけて「お仕事はどうですか？」など症状
以外のことも親身になって聞いてくださる
ので「最近、こういうことがありました」「仕
事が少し忙しくて…」といったように日常の
ことも話しやすいです。また、診察後に「風
邪を引かないように」と必ず声を掛けてく
ださいます。私は風邪を引くと喘息が悪化
してしまうものの、つい我慢してしまう癖が
あるからです。しかし、足立先生は私のそ
のような性格まで理解して「調子が悪く
なったらすぐに来てください」といつも言っ
てくださいます。これまで、周囲に迷惑をか
けてしまうことに対する申し訳なさがあり
ました。「風邪を引かないように」という何
気ないひと言ですが、「調子が悪くなったら
頼っていいんだ、先生のところにすぐ行け

ば大丈夫」と安心させてくれる言葉です。自
分の思いを抑えることなく辛いときは辛い
と素直に言ってもいいと思えるようになり
ました。主治医には、安心感や信頼感を与
えてもらえると嬉しいです。
足立先生：関西のご実家に帰られる際に「今
度、実家に行くんですよ」と話してくださった
り、お母様がこちらに来られたときは一緒に
ご挨拶に訪れてくださったり、ご家族との仲
の良さがいつも伝わってきます。新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大によってご実家
に帰ることもままならず、ご家族と会えない
ことが辛そうなご様子でした。このようなこ
とに気付くのもふだんから時間をかけて話
しているからこそだと思います。
あずささんは、喘息だけでなく、アトピー性
皮膚炎や鼻炎もありました。喘息症状を改
善させると同時に合併症も考えて治療する
ことは当然でもありますし、そのためには
これまでの人生や生活背景を含めて患者
さんのお話に丁寧に耳を傾けることも必
要です。患者さんご本人だけでなく、ご家族
からも様子をうかがうことで、患者さんに
役立つ提案ができる、そのようなコミュニ
ケーションが重要だと考えます。

あずささん：自分では何も覚えていない
ほど小さいころで、母に聞いたところ、2
歳半ぐらいには喘息症状が現れていたそ
うです。また、アレルギー症状もかなり強
く、柱に背中をこすりつけて掻くといった
動作もしていたようです。物心がついたこ
ろにはすでに喘息症状があり、これまでの
人生は喘息とともにあると言っても過言
ではないほどです。

あずささん：誰かの手助けがないと周囲と
同じように行動できず、迷惑をかけてしまっ
ていることにいつも悩んでいました。ふだ
んから荷物を持って歩くことが大変なので
すが、例えば中学生になり、たくさんの教
科書が入った重いかばんを持って歩いて
いくことができず、いつも母に学校の近く
まで送ってもらい、申し訳なく思っていまし
た。「何をするにも周囲に合わせてもらわ
ないといけない…私はそういう存在なん
だ」と悔しい気持ちが常にあったことを覚
えています。

あずささん：とても強く影響します。いつも
夏から秋への季節の変わり目で咳が出始
めるのですが、仕事の疲れがたまっている
と症状がひどくなり、肺炎に近い症状にま
で悪化することがありました。睡眠不足
だったり、ストレスだったり、少しでも無理

をすると症状に顕著に現れます。仕事の都
合で関西から関東に転居したことをきっか
けに足立先生の診察を受けるようになった
のですが、いまはそこまで悪化することも
なくなりました。

あずささん：点滴のステロイドを打たな
ければならないほど重症化することが毎
年のようにありましたが、いまはそのよう
なこともなく、安定した毎日を送れるよう
になりました。体調が少しおかしいよう
に感じるといっただけの変化でもすぐに
薬を変更するなど対処していただいてい
ます。診察の際に、日常生活のことまで気
にかけて聞いてくださるのですが、私自
身でも気付いていない日常の中での症
状悪化のきっかけを見逃さず、見つけて
くださいます。また、症状の悪化から経口
のステロイドの服用が当たり前になって
いましたが、そこまで悪化することもなく
なり、経口のステロイドを服用する機会
も減りました。

足立先生：子どものころに発症されてか
らアウトグロー（寛解）もなく、苦しんで
いらっしゃいました。これまで別の病院で
治療を続けてきたものの、増悪による発
作で救急を受診するような事態が年に数
回あり、症状をコントロールできていな
いことから、かなり重症と判断しました。

      まず、あずささんにお聞きします。
喘息を発症されたのはいつごろでしょうか。

　 喘息が原因で
困ったことや悩んだことはありましたか。

     足立先生の診察を受けるようになり、
以前、悩んでいたことについて、
現在は解消されましたか。

     次に、足立先生にうかがいます。
あずささんが最初に受診されたときの
症状をお聞かせください。

あずさ さん
足立先生の治療を受けている
患者さん

Interview
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　喘息の代表的な検査の1つで、スパイロメーターと

いう測定機器を用います。空気が漏れないよう鼻をク

リップでつまみ、マウスピースをくわえたら、息を深く吸

いこみ、できるだけ勢いよく吐き出します。肺に吸い込め

る最大の空気量（肺活量）、吸いこんだ後に一気に吐き

出した空気の量（努力性肺活量）、最初の１秒間に吐き

出した空気の量（1秒量）などを調べると、患者さん

の気道がどのくらい狭くなっているかがわかります。喘息

の重症度を診断するときや、治療の効果を確認するとき

に用いられます。また患者さんがご自宅で使える簡易

的な測定器としてピークフローメーター＊があります。

喘息ことば 辞典
診察で、聞き慣れない言葉や意味がよくわからない用語を聞いたことはありませんか？
そこで、知っていると医師の説明をよく理解でき、円滑なコミュニケーションが可能になる、

そんなキーワードを集めました。

　アスピリンなどの解熱鎮痛薬（非ステロイド性抗

炎症薬：NSAIDs）を服用すると、強い喘息発作が

現れる喘息の一種です。成人の喘息患者さんの５

～10%が発症しています。特に、大人になってから

喘息を発症した方、喘息症状の重症な方、鼻づまり

を合併している方に多く見られます。

　アスピリン以外のNSAIDsでも同様の症状が起

きますが、NSAIDsの成分は、市販の風邪薬や頭

痛薬、解熱薬、生理痛薬などのほか、湿布など鎮

痛・消炎の効果を持つ貼り薬、塗り薬にも含まれて

いることがあります。市販薬を使うときは前もって主

治医に相談するとよいでしょう。
　症状が良くなれば薬を減らしたいと思うのは

当然だと思いますが、薬が症状にどれだけ影響し

ているかによって、減らせる場合と減らせない場

合があります。また、減らせたとしても減らせる量

がごく少量であることも少なくありません。

　喘息の症状をうまくコントロールできていれ

ば、経口のステロイドはもちろんのこと、治療に必

須の吸入のステロイドも症状の改善によって減ら

していくことができます。患者さんの調子が良け

れば主治医も減らしていきたいと思っているはず

ですし、患者さんの全身症状を観察しながら徐々

に減らしていくことになります。

　しかし、症状が良くなったからといって、患者さん

ご自身の判断で薬を減らしてしまうことは非常にリ

スクが高い場合もあります。くれぐれもご自身の判

断で薬を減らすことなく、主治医とよく相談し、お互

いに納得した上で、減らしていくようにしましょう。

　花粉が鼻の粘膜を刺激すると鼻炎が起こり、その

刺激や炎症が肺へと伝わり、花粉症の季節には喘

息の症状が悪化することが多くなります。また、後鼻

漏が非常に増え、そのために眠れず、喘息の症状が

悪化することもあります。花粉症の症状が重い人

は、喘息の症状も重くなることが少なくありません。

　そこで、花粉症の季節だけ抗ヒスタミン剤といっ

た内服薬や、点鼻のステロイドを使用するなど、症

状の重症度に応じて治療することも必要です。花粉

症の症状だけでも咳が出ることもありますが、ご自

身で判断せず、主治医とよく相談し、適切な治療を

受けるようにしましょう。

　花粉症の症状も苦しいと思いますが、それに

よって喘息の症状も悪化すると余計に苦しくなっ

てしまいます。喘息の治療と同じように、主治医の

意見をよく聞き、症状を見ながら治療を続けるこ

とが大切です。

教えて！

ぜんそく

呼吸機能検査（スパイロメトリー）

経口ステロイド薬

こきゅうきのう  けん さ

副鼻腔炎
ふく び くうえん

アスピリン喘息

やく

出典：独立行政法人環境再生保全機構

＊「ピークフロー」はAir Vol.2の「喘息ことば辞典」でも確認できます。

　副鼻腔炎とは、副鼻腔（鼻の周囲の骨にある左右各４

つの空洞）に炎症が起こり、膿がたまってしまう病気です。

鼻茸を伴うこともあります。症状が3か月以上続く場合も

あり、これを慢性副鼻腔炎と呼びます。喘息患者さんは

慢性副鼻腔炎を発症しやすく、合併してしまうと喘息の

悪化につながるため、早期に適切な治療を受けることが

重要です。鼻づまり、粘りのある鼻水、においを感じにく

いなどの症状がある場合は、主治医に相談しましょう。

主治医の先生に聞いてみたいけれど、なかなか聞けない。
そんな患者さんの疑問に、専門医がお答えします。

ご自身で判断せず、主治医とよく
相談した上で減らしていくように
しましょう。

あります。花粉症の季節だけ薬を変
えるなど、主治医と相談し、喘息の
重症度に応じて治療しましょう。

症状が良くなったので、
薬を減らしても
よいでしょうか？

Q

A

花粉症が原因で
喘息が悪化することは
ありますか？

Q

A

足立 満 先生
国際医療福祉大学 臨床医学研究センター 教授 / 山王病院 アレルギー内科
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けいこう

　飲み薬のステロイド薬です。苦しくて横になれな

いような中等度以上の発作を起こした場合の応

急処置や、発作を予防するための日常的な治療で

吸入ステロイド薬などでは症状をうまくコントロー

ルできなくなった重症の患者さんが使用すること

もあります。作用の強力な経口ステロイド薬は、長

期間使うと全身にさまざまな副作用をもたらして

しまう可能性があるので、いずれも短期間の使用

を原則としています。勝手に減量したり中止すると、

命にかかわることもあります。必ず主治医の指示に

従って服用しましょう。
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上手に情報を
伝えるコツは、
話のポイントを
3点に絞ること

明治大学 文学部 教授
齋藤 孝 先生

　診察中に不安や症状をうまく伝えられずに悩む

患者さんは少なくありません。患者さんが医師と

良好なコミュニケーションをとるには、まず自分の

抱えている問題をできるだけオープンに話すこと

を心がけてください。少しでも気になることがあれば、

遠慮せず伝えましょう。話さないと医師には伝わり

ません。また実際に話してみると、「些細だと思って

いたことが、実は重要なことだった」とか「そう言わ

れてみると、こんなこともあった…」など、さまざ

まな気づきを得ることができます。

　“診察”という非常に限られた時間で、医師に少し

でも多くの情報を伝えるポイントは、要点を絞って

話すことです。診察室に入ったらサラッと15秒ほど

雑談をして感情の交流を図り、医師に「調子はどう

ですか？」と聞かれたら3点くらいに絞った要点を

話す。そんな流れができると、生産性の高いコミュ

ニケーションをとることができると思います。

　医師に自分の症状を伝えるとき、「ちょっと調子が

悪くて…」「何となく苦しいような…」など、あいまい

な表現になっていませんか。“いつから”“どのよう

な”症状があるのかを明確に伝えることが重要で

す。症状が変化している場合は、変化のポイントも

明らかに示しましょう。人の話というのは耳から聞

いているだけだとはっきりしませんので、時系列の

図を用意して説明すればクリアに伝わります。

　また医師への質問は、有益な情報を得られる貴重

な機会です。なるべく自分のやりたいことに引き寄

せて具体的に質問しましょう。例えば「息があがるよ

うな運動を30分しても大丈夫ですか？」とか「来月、

筑波山に登っても大丈夫ですか？」などと聞く。

するとあなたの知りたい情報を得ることができます。

　医師から治療方針や生活上の注意などの説明を

受けているとき、理解したことを医師に示すのも重要

です。具体的には、医師の話のポイントを3点くらい

に絞って、１つ１つ復唱してみるとよいでしょう。

例えば、「いまのお話をまとめると、1.お酒は控え

る、2.部屋の掃除をする、3.新型コロナワクチンを

接種する、ということですね？」と復唱する。患者さ

んは、ご自身で言い直すことで内容が頭に入りや

すいですし、医師も患者さんがどこまで理解してい

るかわかるので、生産性の高い対話になります。

　できれば、診察中にはメモをとることをおすすめしま

す。「AとBに注意する。９月までにCをする。次回はDを

確認する」といった具合に、診察中に得られた要点をメ

モに残して、最後に医師と確認する。そんなふうにして、

確実にコミュニケーションをとっていくとよいと思います。

齋藤 孝 先生
医師に伝えたいことや聞
きたいことは、事前に３点
に絞りメモに書きとめる。
時間内に聞けるか不安な
場合は、診察が始まるとき
医師にメモを渡す。

“いつから”“どのような”
症状があるのかを明確に
伝えることが重要。時系
列の図を用意して説明
すればクリアに伝わる。

医師の話のポイントを3点
くらいに絞って、１つ１つ
復唱してみる。診察中に得
られた要点をメモに残して、
最後に医師と確認する。

テレビでおなじみの齋藤孝先生。さまざまな専門職を対象にコミュニケーション力の養成に取り組んでこられた

経験を応用し、2020年には医師が患者さんとより良い関係を築くための工夫を紹介した書籍を刊行されました。

齋藤先生に、患者さんが知っておきたい診察時のコミュニケーションのコツについて教えていただきました。

患者さんの
コミュニケーションを空 気 変える

オープンに話すと
さまざまな気づきを得られる

自分に引き寄せて質問すれば
知りたい情報を得られる

８/１
夜

８/１
早朝

８/12
夜

・AからBに
 症状が変化した。

・BからCに
 症状が変化した。

症状メモ

・Aの症状が現れた。

明治大学文学部教授。専門は教育学、
身体論、コミュニケーション論。2001年
に出した『声に出して読みたい日本語』
がシリーズ260万部のベストセラーに
なり日本語ブームをつくった。

力

　私の身近にも喘息患者さんがいますが、周りの人に病気を理解してもらえると
患者さんはだいぶ過ごしやすくなると思います。けれども喘息の辛さは、なかなか理
解されにくいですよね。「喘息なんです」と話すだけでは大変さが伝わりにくいの
で、例えば「ちょっと呼吸困難に陥るんです」「いったん咳き込むと30分くらい止まら
なくなるんです」など、具体的な症状を伝えるとよいと思います。
　また喘息が原因で人間関係に悩むこともあるかもしれません。そのような場合
は、雑談をうまく利用してみてください。人間関係を築く上では雑談が一番有効で
す。相手の好きなものを話題にすると、さらによいでしょう。
　ふだんの生活では「これを習慣にすると調子が良い、これに気を付けると発作が現れ
にくい」といった自分なりの経験知を積み上げていくと、過ごしやすくなってくると思い
ます。さまざまな工夫を凝らしながら、日々の生活を楽しんでいただければと思います。

喘息患者さんへのメッセージ

コミュニケーションのコツコツ

コミュニケーションのコツコツ

コミュニケーションのコツコツ

医師の話は要約して声に出すと、
内容が頭に入りやすい
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　加湿器を用いた湿度管理は、室内を潤して快適にするだけでなく、風邪やインフルエンザ、新型

コロナウイルス感染症の予防にも有効とされています。特に体調管理に気を使う喘息患者さんに

とっては心強い味方です。ところが機種選びを失敗したり、間違った使い方をすると、思わぬ健康

被害を起こすことも。まずは加湿器を正しく理解するところから始めましょう。

　加湿器は、加湿の方法などにより大きく4種類に分けられます。おすすめ順に見ていきましょう。

～家電のプロに学ぶ、加湿器の賢い選び方～

藤山 哲人 さん
「マツコの知らない世界」に番組最多の6回出演。
テレビやインターネット、雑誌などでも家電をわか
りやすく解説する別名「家電おじさん」。

今回お話を伺った
家電アドバイザー

　一口に加湿器と言っても加湿性能や電気代、お手入れのしやすさなど千差万別。また加湿器の種類に

よっては身体に害をもたらす可能性もあるので、価格やデザインだけで選ぶのは非常に危険です。それぞれ

の特徴を正しく理解して、自分に合った加湿器を選び、快適に過ごしましょう。

の力で息イキ生活

　人気の高い加湿器と空気清浄機の一体型。両方購入するよりも費用や設置スペースを節約できて便利

ですが、衛生面を考えるとおすすめできません。一年中使うので梅雨時は内部にカビが繁殖しやすく、構造

が複雑なためお手入れも大変です。一方で加湿専用機はお手入れの簡単な製品が多いのが魅力です。

水受けトレイに使い捨てカバーを敷き、シーズン終了時に交換するだけという製品も登場しています。

加湿器は主に4種類、一番のおすすめは「　　　　　」加湿器は主に4種類、一番のおすすめは「　　　　　」

　加湿器は機種によって加湿の仕組みが異なります。「気化式　　」（右頁を参照。以下同）は水蒸

気を放出して加湿しますが、水蒸気は無色の気体なので見ることができません。なお「スチーム式　 　」も

熱い水蒸気を放出して加湿しますが、外気に冷やされるタイミングで湯気に変わるため見ることができ

ます。一方で「超音波式　  」は放出されるミストがよく見えるので、あたかも部屋が加湿されているよう

な印象を受けますが、これは水を霧状に放出しているにすぎません。霧吹きをイメージするとわかるよう

に、水分は空中を浮遊せず床に落ちるため、実際にはあまり加湿できていません。

霧の出ていない加湿器、本当に加湿されてる？

　水タンクはカビが繁殖しやすいので、こまめなお手入れが欠かせません。腕を

入れて隅々まで洗えるよう、給水口の広いものを選びましょう。突起の少ない形状

だと洗い残しがなく衛生的です。また自立するタイプを選ぶと給水時に便利。

水タンクのチェックポイントは？

＊いずれも電気代の目安は、1日8時間を1か月使用し、電気の単価を27円/1kW（東京電力で一般のご家庭の契約を想定）、
　お部屋の広さ12～14畳程度とした場合を想定しています。

加湿器について知っておきたい意外な話加湿器について知っておきたい意外な話

スチーム式スチーム式

加湿器は空気清浄機との一体型がベター？?
?

?

　電気ポットのような本体でお湯を沸かして

水蒸気を放出し室内を強力に加湿します。水を

煮沸するので雑菌の繁殖が抑えられ衛生的です。

吹出口が熱くなりやすいのが難点ですが、最近

は吹出口からの水蒸気を低温にする製品など、

安全性が考慮された製品も登場しています。

電気代は4種類の中で最も高くなります。

加湿力： 衛生的： 電気代：

スチーム式1

1か月電気代の目安*：1,500円前後

　水を含ませたフィルターに風を当てて水分を

気化させ加湿します。部屋干しで湿度を上げる

のと同じ原理です。加湿に時間がかかるので

一日中電源を入れておく必要がありますが、電気

代は安いです。フィルターが常に濡れた状態の

ためカビや雑菌が発生しやすいのが難点。月１

回はフィルターを外して洗いましょう。

1か月電気代の目安*：70円前後

1か月電気代の目安*：（気化式ハイブリッド）1,000円前後
　　　　　　　　  （超音波式ハイブリッド）650円前後

　気化式や超音波式にヒーター機能をプラスし

たものです。通常の気化式は水を含ませたフィ

ルターに常温の風を当てますが、ハイブリッド式

は加熱した温風を当て加湿効率を高めます。急い

で加湿する時だけヒーターをオンにするので電

気代を抑えられます。超音波式のハイブリッド式は

放出したミストに温風を当て加湿効率を高めます。

2

　水を超音波で振動させ細かいミストにし、放

出することで加湿します。安くてデザインも豊富

ですが、タンクの水をそのまま放出するため、水の

中に雑菌が混入すると、雑菌も空中に放出され

るおそれがあります。過去に、超音波式加湿器

が原因とみられるレジオネラ菌の感染による死

亡事故も起きているので、おすすめできません。

1か月電気代の目安*：200円前後

加湿力： 衛生的： 電気代：

加湿力： 衛生的： 電気代：

超音波式4気化式3

ハイブリッド式　秋冬だけに活躍する季節家電と思われがちな加湿器。しかし、夏場に冷房を使用すると意外に空気が乾燥してい

ることもあり、いまや1年中、活躍する家電ともいえます。最近は安価な製品や、インテリアのようにおしゃれな製品も

登場しているので、つい価格や見た目で選んでしまいそうになりますが、機種によって加湿効果や衛生面に

大きな差が出るのをご存知でしょうか？加湿器選びのポイントについて、家電のプロにアドバイスをいただきました。

加湿力： 衛生的： 電気代：
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　もし、喘息の症状や発作にわずらわされない生活を

送ることができたら…喘息のために、やりたいことを

あきらめてはいませんか？ 

　適切な治療と自己管理を続け、症状が出ないよう

コントロールできていれば、喘息を抱えていても健康

な人と変わらない生活を送れる可能性があります。

しかし、日々の治療をおこたってしまうと、発作を

繰り返しやすくなってしまいます。

　喘息をうまくコントロールするには、まず、あなた

自身がいまの状態を正しく把握すること、そして「主治

医に伝えること」が重要です。

　この「ぜんそく症状チェッカー」は、喘息の状態を

セルフチェックできる便利なツール。咳や痰などの症

状の程度や発作治療薬の使用状況を、ビンゴゲーム

のようにツメを折るだけで簡単にチェックできます。

　診察時にはセルフチェックしたぜんそく症状チェッ

カーを持参して、いまのあなたの状態を主治医に伝

えてみましょう。また、気になる症状は、あわせて相

談してみましょう。いまのあなたに合った適切な治

療を受けることにつながります。

　喘息の治療は長い道のりですから、疲れて投げ

やりな気持ちになるときもあるかもしれません。それ

でも根気強く治療と自己管理を続けていれば、症状

を意識しない生活を目指すことができます。喘息の

せいであきらめていたことに、もう一度チャレンジ

しませんか。

当てはまる項目を３段階で判定し、ツメを折るだけで簡単に症状がチェックできます

症状をスムーズに主治医に伝えるために、
「ぜんそく症状チェッカー」をご活用ください

ぜんそく症状チェッカー

穴をあけるだけの簡単チェック
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喘息症状を確認してみよう

ツメを折るだけの簡単チェック

「ぜんそく症状チェッカー」
活用のすすめ

あなたの症状を見える化するために

谷口 正実 先生
医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院
免疫・アレルギーセンター センター長

こちらの
ウェブサイトでも
チェックできます
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穴をあけるだけの簡単チェック
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この「ぜんそく症状チェッカー」で

あなたの喘息の症状を確認し、

先生と話してみましょう。

あなたの症状を先生にわかりやすく

伝えることができます。
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