表紙は医療関係者用です

1月/2 月
【 喘息治療中の患者様にお渡しください】

季節別の喘息症状悪化因子
啓発リーフレット
喘息症状を惹起する可能性のある
環境因子を季節ごとにまとめております。
1枚ずつ切り離して
患者様にお渡し下さい。

患者様への疾患啓発や症状の聞き取りにご活用下さい。
問診時に具体的な症状やシチュエーションを質問することで、
患者様の症状への自覚を促せる可能性があります。

純粋想起型/助成想起型質問で症状を自覚した患者の割合
純粋想起型質問

症状あり

症状なし

45.8%

喘息症状の有無に関する

n=788

54.2%

純粋想起型および

n=427

●

n=361

純粋想起型の質問

「直近３ヵ月間で、喘息（症状）が出ましたか」

症状あり

69.3%

症状なし

（全体の37.6%）

n=296

全体の 83.4% は症状あり

n=657

30.7%

n=131

対 象

インターネット調査「喘息患者に対する患者調査」に参加した患者のうち、
過去１年未満に喘息で外来受診した経験のある16歳以上の喘息患者788例

方 法

対象に喘息症状の有無に関する純粋想起型質問および助成想起型質問をし、
「症状あり」
と回答した患者の割合を検討した。

玉置

助成想起型の質問

助成想起型質問

淳ほか. アレルギー・免疫 2018;25:398-412を一部改変

●

助成想起型の質問

「 下 記は、喘 息 患 者 様 から伺った喘 息 症 状
を訴えるときのシチュエーションの例です。
直近３ヵ月間で、下記のような症状を1度でも
経験されたことはありますか」
〈症状（例）〉
咳が出た、いつも通り息を吸えなかった、
いつもと違う息苦しさを感じた など
〈症状が出るときのきっかけ（例）〉
風邪、気温・気圧の変化 など
〈症状が出るときの状況（例）〉
喘息をおさえたい場所（会議中、授業中）に
いたとき など

喘息治療中の患者さんへ

が
喘息症状、
この時期の
「アレ」
原因かもしれません…！

その

喘息症状は、私たちの身の回りにあるものを原因として
引き起こされることがあります。

1月 /2月

今の時期に注意が必要な、喘息症状を引き起こす
可能性のあるものをご紹介します。

アルコール
1月は親戚の集まりなどで飲酒の機会が増える方も多いと
思いますが、アルコールは喘息を悪化させることがありま
す。これはアルコールが肝臓で分解されたときに出る
「アセ
トアルデヒド」
という物質のためです。血液中のアセトアル
デヒド濃度が上がると、気道を収縮させる
「ヒスタミン」
が出
て、咳や息苦しさにつながります。アセトアルデヒドは最終
的には酢酸に分解されますが、日本人はアセトアルデヒドを
分解する酵素が弱い人が多いため、過度な飲酒には注意が
●お酒に弱い人は、周りの人に身体の状態を伝え、
無理な飲酒をしないようにしましょう。
●喘息の状態が良くないときは飲酒を控えたり、適
切な摂取量を守りましょう。

花ハ粉
ンノキ）

（スギ・

スギ花粉
（関東・関西では1月から飛散、2月以降にピーク）
は
この時期に注意したい喘息悪化の要因の一つです。喘息患
者さんの60〜80%がアレルギー性鼻炎を併発しており、ス
ギ花粉による鼻炎は喘息発作を悪化させることが知られて
います。鼻と気道はつながっているため、鼻粘膜に炎症が起
きると気管支にも炎症が起きやすくなります。また、鼻水が咽
喉(のど)に垂れると咳につながります。スギ花粉のほかにハ
ンノキの花粉
（1月から飛散）
にも注意が必要です。

予防法

予防法

必要です。

編

● 毎年この時期に鼻水が出たり、喘息が悪化する人
は、先生に相談して花粉症の対策も行いましょう。
●花粉の飛散量が多い日は、洗濯物の外干しや長
時間の換気を控えましょう。
● 外出時はマスクやメガネで花粉を防ぎ、帰宅後は
うがいをしたり、
服に付着した花粉を除去しましょう。

こんなときに困っていませんか？
気になる症状は医師に相談しましょう

帰省中や新年会で久しぶりに
たくさんお酒を飲んだら、
咳がひどくなってしまった。
参考文献

花粉症の時期は鼻水だけでなく
咳もひどくなってしまう。

1)環境再生保全機構．
成人ぜん息の基礎知識―悪化因子の対策
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成人ぜん息の基礎知識―ぜん息との合併に気を付けたい病気
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ベランダの洗濯ものを取り込んだら、
くしゃみ・鼻水とともに、
咳が止まらなくなってしまった。

3)東京都福祉保健局．
東京都アレルギー情報navi．
―花粉の種類と説明
[https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/pollen/type.html#type01]
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5)一般社団法人日本アレルギー学会喘息ガイドライン専門部会『喘息予防・管理ガイドライン 2021』、2021年、協和企画。
6) 花粉症環境保健 マニュアル 2019. [https://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/manual/2019̲full.pdf]

疾病負荷Drインタビュー

喘息が原因で日常生活が 制限されたこと
はありませんか？
旅行などやりたいことがあるのに「喘息があるから」
と我慢した経験はありませんか。

喘息の咳や呼吸困難により、
日常生活や精神にかかる負担のことを疾病負荷と言います。

よりよい日常生活を送るためには、喘息の疾病負荷に気づき先生に相談をしていくことが大切です。
今回は喘息の疾病負荷について、専門の先生にお答えいただきました。

横浜市立大学大学院医学研究科
呼吸器病学教室 講師

原 悠

東京都健康長寿医療センター
呼吸器内科 部長

山本 寛

先生

平成15年、防衛医科大学校医学科を卒業。
防衛医科大学校で初任実務研修医として研鑚後、独立行政法人災害医
療センター（立川）救急救命科、防衛医科大学校呼吸器内科、同学医学
研究科呼吸器病学、三豊総合病院呼吸器内科、横浜市立大学大学院医
学研究科呼吸器病学教室（助教、同医局長）
を経て、令和元年より現職。

Q.1

問診で先生が患者さんに聞く質問の目的と、
問診の際にされている工夫について教えてください。

Q.1

ぜ ん め い

まずは喘息の主な症状である、咳・息切れ・喘鳴の有無を確認してい
ます。ただし、咳や息切れは新型コロナウイルス感染症を含む他の呼吸
器疾患でも起こるため、血液検査や画像検査、実施可能なら呼吸機能
検査の結果なども一緒に確認します。大切なことは、患者さんが納得し
ないうちに
「あなたは喘息です」
と決めつけないことです。症状や検査結
果をひとつひとつ丁寧に説明しながら、患者さんが喘息かもしれないと
自ら気づくように促す努力をしています。また、診察室に来た患者さん
の緊張がほぐれるよう、話しやすい環境を作るように心がけています。

Q.2

患者さん自身が実は気づいていない
疾病負荷にはどのようなものがあるでしょうか？

喘息を長く患うと、慢性的な炎症で空気の通り道である気道の壁が厚くな
るので、体を動かしたときに息切れを自覚することがあります。また、私の
担当させていただいた患者さんのなかに好酸球性副鼻腔炎を合併してい
る70代の患者さん
（40代で喘息を発症）
で、自分には嗅覚が全くないこと
を当たり前と思っている方がいました。症状が慢性化すると、それに慣れ
てしまい、治療を受けることを諦めてしまう患者さんもおられるので、コミュ
ニケーションを図りながら、患者さんと一緒に治療方針を考えていきます。

Q.3

先生が患者さんとの信頼関係を築くうえで、
大切にされていることはございますか？

患者さんの目線に立ち、検査所見や治療方針についてできるだけ丁寧に
説明を加えることで、来院の度に
「先生の説明をしっかり理解した」
、
「説明
内容に満足した」
という感覚を持ってもらうことが大切だと思います。患者
さんによっては、診療情報を理論的に話すほうが担当医への信頼が高まり
安心感につながる人もいれば、よりかみ砕いた言葉や極力平易な言葉で
説明を行うほうが担当医への親近感が湧き、良好な患者医師関係の構築
につながる場面もあります。個々の性格、年齢、健康への意識を総合的に
考慮し、患者さんに丁寧に接することが重要と思います。

先生

平成9年、東京大学医学部医学科を卒業。
東京大学医学部附属病院、東京都老人医療センター、国立療養所東京
病院、公立昭和病院で研鑽後、東京大学医学部附属病院老年病科、東
京大学大学院医学系研究科加齢医学講座を経て、平成25年4月から、
現職（東京都健康長寿医療センター呼吸器内科部長）。

ご高齢の患者さんから喘息の症状や
疾病負荷を聞き取るために、日ごろどのような
工夫をされていらっしゃいますか？

ご高齢の患者さんは自分の症状を客観的にとらえて相手に伝えることが苦
手なことが多いため、問診表だけでは症状確認が難しいことがあります。
そのため、私は患者さんとお話しをするなかで、症状や日常生活の困りご
とを確認するようにしています。大切な点は咳や痰などの症状以上に、症
状によって患者さんがどのような日常生活の悩みを抱えているかを聞き出
し治療へつなげることです。ご家族の方に相談するような雰囲気で話して
もらえるよう、患者さんとの距離感には気をつかっています。

Q.2

ご高齢の患者さんの疾病負荷にはどのようなものが
あるでしょうか？ また、治療においてはどのようなことに
気をつけていらっしゃいますか？

若い患者さんと比べ、ご高齢の患者さんは息切れ・呼吸困難などの直接的
な症状を自覚しづらく、夜眠りが浅くて昼間眠い、孫と散歩をすると足が速く
てついていけない、などといった日常生活活動の制限を負担に感じることが
多いようです。咳や息切れを完全に取り除こうとしてご高齢の方に色々な薬
を処方してしまうと、かえって転倒や排尿障害などといった日常生活への支
障を増やしてしまうこともあるので、体に負担の少ない治療を考えています。

Q.3

新型コロナウイルス感染症が流行していますが、
喘息患者さんはどのようなことに
気をつけたらよいでしょうか。

喘息患者さんがほかの人と比べて新型コロナウイルス感染症に特別か
かりやすいわけではないことがデータによって示されています 1)。まずは
外出時のマスク着用、帰宅時の手洗い・うがいの基本的な感染症対策
を行うことが大切です。また喘息を悪化させないためには、日ごろから
の治療の継続が重要になります。コロナ禍でも定期的に通院したり、オ
ンラインで受診ができるよう、何か心配なことがあれば主治医の先生に
相談してみてください。
1)Lancet Respir Med. 2021：9：909-23.

当サイト閲覧は、
こちらのQRコードを
読み取ってください。

喘息症状のチェック
はこちらのQRコード
からどうぞ！

ht tps : //www. allergy-i.jp/zensoku/

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。さまざまなコンテンツをご用意して
いますので、ぜひお役立てください。
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