表紙は医療関係者用です

3月/4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

ヒノキ

患者様にお渡しください。

患者様への疾患啓発や症状の聞き取りにご活用ください。
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。
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。

花粉

ヒノキ

3月 /4月
編

黄砂

スギ花粉のピーク
（3月）
を過ぎても、鼻水やくしゃみが止ま

春先は黄砂に注意が必要です。黄砂とは、東アジアの砂漠の

らず、喘息も悪化したという経験はありませんか。3〜5月

細かい砂やちりが偏西風に乗って日本に飛来したものです。

はヒノキ 花 粉 に 注 意 が 必 要 です 。スギ 花 粉 症 の 人 は 、

特にアレルギー性鼻炎を合併している患者さんは、黄砂を

ヒノキ花粉にもアレルギーを起こすことが多く、鼻粘膜に

吸い込んで鼻炎が悪化すると、鼻粘膜と気道はつながってい

炎症が起きると気道の炎症が引き起こされたり、喘息が

るため、喘息の状態も悪くなります。また、黄砂が喘息を悪化

悪化することがあります。また、鼻水がのどに垂れると咳に

させるほかの要因として、黄砂中の化学物質が気道の炎症を

つながります。ヒノキ花粉症の症状はスギの場合とほぼ同じ

悪化させたり、尖った粒子が気道を傷つけることが挙げられ

ですが、のどのかゆみや咳がより強く出ることもあります。

ています。
●黄砂は花粉と比べて粒子が小さく、一般的なマス

●喘息の治療と並行して、花粉症の治療も受けま
●外出時はマスクやメガネを着用し、玄関に入る前
に服についた花粉をはらいましょう。

クでは防ぐことが 難しいと言われています。

予防法

予防法

しょう。

天気予報をチェックし、黄砂の飛散量が多くなり
そうな風の強い日は不要な外出を控えるようにし
ましょう。

●換気は窓を10cm程度開け、レースのカーテンを
閉めた状態で行いましょう。床やカーテンはこまめ

●症状を悪化させないために、普段から鼻炎や喘息
の治療を継続しましょう。

に掃除をしましょう。

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
3
5

4

毎年、
花粉症シーズンの3月を過ぎても
鼻水やくしゃみ、
咳が出て、
熟睡できない。
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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？
趣味、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、
自分の喘息の疾病負荷を正しく理解し、先生に伝えることが大切です。
今回は喘息の疾病負荷や治療について、専門の先生にお答えいただきました。
福島県立医科大学呼吸器内科学講座 助教

鈴木 康仁

JR大阪鉄道病院呼吸器内科 副部長

玉垣 学也

先生

平成22年、福島県立医科大学医学部卒業。平成28年、同大学大学院博
士課程修了。福島県立医科大学附属病院で初期研修医、福島県立医科
大学呼吸器内科学講座で後期研修医として研鑚後、財団法人大原綜合
病院内科、福島県立医科大学呼吸器内科学講座 助手を経て、平成29
年より現職。

Q.1

患者さんの症状や疾病負荷を
どのように確認しておられますか？

患者さんの中には症状に慣れていたり、環境によって症状が変動したり
する人もいるため、「明け方もしくは夜に咳は出ますか」
といった具体的
な場面を想定した質問をしています。若い方は仕事のストレスで喘息が
悪化しやすいこともあるため、平日と休日の症状に差がないかどうかも
確認しています。ご高齢の方には、例えば農作業を行うときに息切れの
ため作業が制限されることがないか確認しています。また、喘息症状に
関する質問票を患者さんに記入していただき、患者さんごとに、どのよ
うな症状が残存しているのかを確認しています。

Q.2

患者さん自身が実は気づいていない
喘息による疾病負荷とはどのようなものでしょうか？

気がつきにくい疾病負荷の一つに息切れがあります。特にご高齢の方に
は、
「息切れ＝体力の衰え」
と捉えている方がいます。私の担当患者さんの
中にも、最近体を動かすときに息切れが気になるものの、
それを喘息の症状
ではなく加齢によるものと考えておられる方
（70代男性）
がいました。その
方には喘息由来の症状である可能性をお伝えしたうえで検査を行い、
治療内容を再検討しました。患者さんご自身が
「喘息はおさまっている」
と
思っていても、検査で悪化が判明することもありますので、自己判断
せずに定期的に相談をしていただきたいと思います。

Q.3

新型コロナウイルス感染症流行下ですが、
喘息治療で気をつけるべきことはありますか？

喘息症状がコントロールされている方は、新型コロナウイルス感染症によ
る重症化率はそれほど高くないと報告されています。不安に思う患者さん
も多いと思いますが、喘息治療を継続してコントロール良好な状態を保ち、
喘息を悪化させないことが大切です。基本的な感染対策を行えば、新型
コロナウイルスを過度に心配する必要はありません。なお、院内感染を避
けるため、感染流行期には呼吸機能や喀痰の検査ができないこともありま
す。その場合は、問診をより詳細に行い、症状の悪化などを見逃さないよ
う心がけています。

先生

平成18年、鳥取大学医学部卒業。和泉市立病院で臨床初期研修後、和
泉市立病院呼吸器内科医員、育和会記念病院呼吸器内科医員、大阪
市立大学医学部附属病院呼吸器内科医員、愛染橋病院内科医員、大
阪市立大学医学部附属病院呼吸器内科病院講師、JR大阪鉄道病院呼
吸器内科医長を経て、平成31年より現職。

Q.1

ほかのアレルギー疾患を持つ患者さんは喘息も悪化しや
すいのでしょうか？ またそのような患者さんの聞き取り
や治療で気をつけている点があれば教えてください。

喘息患者さんは、ほかのアレルギー疾患を合併していることが多く、ほかの
アレルギー疾患を合併していると喘息は悪化しやすいと言われています。特
にアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎を合併している場合、気道の上部に位置
する鼻に炎症が生じるため、気道※1 の下部にある気管支にも炎症が起こりや
すくなります。アレルギー疾患は子どものころから生じることが多いため、
初診の患者さんには、過去に①鼻炎、
②アトピー性皮膚炎、
③喘息の診断を
受けたことがあるかを確認しています。副鼻腔※2 のＣＴ画像を撮ることもあり
ます。副鼻腔炎合併の患者さんは耳鼻科に紹介し治療を受けてもらうなど、
喘息だけでなくアレルギー疾患全体の治療を考えるように気をつけています。

※1 気道は上気道
（鼻からのど、気管の入口まで）
と下気道
（気管、気管支、細気管支）
に分けられ
ます。鼻炎は上気道、喘息は下気道に起きる病気ですが、互いに影響し合います 1)。
※2 副鼻腔とは両目の間や額、ほほの下など、鼻のまわりにある空洞のことです。この空洞に炎症
が起こり、膿や分泌物がたまる病気が副鼻腔炎です 1)。
１）
環境再生保全機構．成人ぜん息の基礎知識―ぜん息との合併に気をつけたい病気
[https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/complications.html]

Q.2

どのように患者さんの症状をもとに
喘息の悪化を判断していますか？

長い期間、自分が診ている患者さんは、季節ごとのアレルゲン(アレルギー
の原因物質)、寒暖差、合併症など、患者さんごとに悪化しやすい要因を
把握し、症状を確認しています。初診の患者さんの場合は、特に夜間症状
（夜に咳が出て眠れない、咽喉がヒューヒュー鳴る症状）
があるか確認してい
ます。通常、喘息がしっかり管理されていれば、夜間症状が出ることはあり
ません。夜間症状が出るなら、喘息の状態が悪くなっていると考え、早めに
主治医に相談していただきたいと思います。
い んこう

Q.3

患者さんに服薬指導をする際、
どのようなことを心がけていらっしゃいますか？

患者さんに、
①治療をすれば喘息はよくなると伝えること、
②親しみやすく話
すこと、の2点を心がけています。実は私自身が喘息患者なので、治療によっ
て日常生活を問題なく送っている姿を見せることが患者さんの安心感につな
がるように思います。また自己判断で薬をやめてしまう患者さんもいらっしゃ
るので、
「1〜2週間薬を使えば楽になりますよ」
など、あらかじめ治療期間の
見通しを伝えるようにしています。ほかには自分が喘息で苦しかった実体験
を話すなど、できるだけ患者さんの気持ちに寄り添うようにしています。

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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