表紙は医療関係者用です

5月/6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。

運動
5月は運動をするのによい季節ですが、喘息患者さんは

5月 /6月
編

梅雨
梅雨の時期に咳や息切れがひどくなった経験はないでしょ

運動の後に一時的に喘息の状態が悪くなることがありま

うか。梅雨の時期は部屋の湿度上昇によってアレルゲン

す。これは運動で気道内の空気の入れ替えが激しくなった

（アレルギーを引き起こす物質）
である、ダニやカビが繁殖

り、気道内の水分が失われて、気管支が収縮しやすくなる

しやすくなります。アレルゲンを吸い込むと気道に炎症が

ためで、
「運動誘発喘息」
と呼ばれます。成人の喘息患者さん

起こり、喘息の状態が悪くなります。特にマンションは気密性

の半数以上が運動の数分後に運動誘発喘息を経験すると

が高く、ダニやカビが繁殖しやすいので湿度管理や掃除に

言われています。特に激しい運動、長時間の運動の後は

気をつける必要があります。ダニは布団や厚手のカーペット

運動誘発喘息が起こりやすいので注意が必要です。

に発生しやすく、カビは台所や浴室など水場に発生しやす

●運動前は入念な準備運動を行いましょう。
●運動誘発喘息が起こる場合は、喘息の状態が悪化
している可能性があるので、主治医の先生に相談
をしましょう。

いと言われています。

予防法

予防法

●日頃から喘息治療を怠らないようにしましょう。

●枕カバーやシーツなど洗えるものはこまめに洗い
ましょう。布団、枕、厚手のカーペットなど洗えな
いものは掃除機をかけてダニを除去しましょう。
●浴室や台所の換気扇を回して定期的に換気し、
掃 除の際はカビを吸い 込まないよう、マスクを
着用しましょう。

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

梅雨でしばらく布団を干せずにいたら、
就寝時に咳が止まらなくなってしまった。
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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。
東海大学医学部内科学系呼吸器内科学
東海大学医学部付属八王子病院呼吸器内科 教授（医長）

坂巻 文雄

横浜市立大学附属市民総合医療センター
呼吸器病センター 講師

山本 昌樹

先生

昭和62年、群馬大学医学部卒業。慶應義塾大学内科、足利赤十字病院
内科などを経て、ドイツ・ミュンヘン大学に1年半留学。川崎市立井田
病院、国立循環器病センター内科心臓血管部門医員、国家公務員共済
組合連合会立川病院内科医長、東京都済生会中央病院呼吸器内科
担当部長などを経て、平成26年より現職。

Q.1

日常生活の支障となる患者さんの
疾病負荷はどのようなものでしょうか？

当院では、月に100 〜120件の喘息患者さんがいらっしゃいます。また、
ふとした拍子で起こる
「咳き込み」
を訴える方は少なくありません。4 月
に新年度を迎えたあとの 5 〜 6 月は、学校や会社での環境変化に伴う
ストレスや、梅雨時のカビも咳き込みの引き金になります。大切なのは、
治療をしっかり続けることです。薬の服用が面倒になったり、逆に症状
が良くなったことがきっかけで、治療を中断してしまうケースは少なく
ありません。咳き込みや喘息発作の有無に限らず、ベースに潜む
「炎症」
をしっかり抑えることが、長期管理の基本です。

Q.2

疾病負荷と思われる患者さんの訴えを教えてください。

「ティッシュペーパーが手放せないんです」― そんなときには、耳鼻科
の受診もお勧めすることがあります。喘息の合併症で最も多いのは
アレルギー性鼻炎（花粉症）
ですが、意外と気付かないのが、副鼻腔炎
（ちくのう症）
や鼻茸 ( 鼻にできるポリープ )をはじめとした鼻の合併症で
す。「匂いを感じにくくないですか？」
「季節にかかわらず、花粉症のよう
な症状は出ませんか？」
「鼻水で困っていませんか？」
と質問を投げかけ、
不快な症状を一つひとつ取り除いていくことが、日々の生活の負担軽減
につながります。

Q.3

患者さんとの信頼関係を築くために
大切にしていることはありますか？

過去に発作時の気管支拡張薬が手放せない重症の喘息患者さんがいま
した。重症のアトピー性皮膚炎も合併する女性の方でしたが、幸いにし
て治療がうまく進み、喘息症状はもちろん、肌まできれいになった彼女
の生活は一変しました。症状をうまくコントロールできれば、患者さん
の日常生活の負担が軽減することを目の当たりにしたケースです。「咳
が出なくなった」
「楽になった」
「生活の支障がなくなった」― そんな
言葉が一人でも多くの患者さんから聞けるよう、患者さん自身が感じる
「良くなった感」
を大切にしながら診療しています。

先生

平成12年、横浜市立大学医学部卒業。横浜市立大学附属病院、横浜市
立市民総合医療センター、関東労災病院呼吸器センター内科、横浜
栄共済病院内科などを経て、米国National Cancer Institute
Frederickに2年間留学。平成27年より横浜市立大学附属病院呼吸器
内科講師。平成29年より現職。

Q.1

喘息は治るのでしょうか？

かつて、私が医師になったばかりのころ、梅雨の入り時や木枯らしの吹き
始めなど季節の変わり目になると入院される患者さんがいました。横に
なれずにベッドに腰かけ、二晩ほどゼーゼーしていました。しかし、最近
は「この季節になりましたね」
と入院される方は見かけなくなりました。あ
れから10 年以上が経ち、治療は進歩し、患者さんの長期管理に対する
認識も深まりました。私が診ている患者さんは中等症以上の方が多いの
ですが、適切な薬剤使用の必要性認識の向上と薬剤自体の進歩でコント
ロールが改善している方が増えたと感じています。

Q.2

最近、患者さんが困っていることは何でしょうか？

コロナ禍の今、外出の際は咳をするにも配慮が必要です。
「コホン」
としただ
けで、周囲の冷たい視線が突き刺さります。喘息の方は空気が変わると咳が
出ることが多く、厄介なのは通勤電車の車内です。軽く
「コホン」
とすればお
しまいですが、それだけのために一度ホームに降りることになります。咳払い
をするのもままならない時代、患者さんの負担がまた一つ増えてしまいまし
た。患 者さんには、
「そんなときは、あらかじめSABA（短時間作用型の
気管支拡張薬）吸入も役に立つかもしれないので試してくださいね」
と
声掛けをしています。

Q.3

喘息に支障が出ない仕事を選ぶ方がよいでしょうか？

食物アレルギーを合併する患者さんで、食料品店に勤めている方がいらっ
しゃいます。仕事をする際には手袋、マスク、ゴーグルをつけるなど、抗原
の回避が大変ですが、
「喘息だから」
といって自分の進む道をあきらめる
ことなく、コツコツと地道に努力を重ねる前向きな方です。
「自分は食べ
られないけど、おいしいものをお客さまに届けたい」― それがその方の
希望です。喘息を抱えていても、ご自身の病状を理解いただきながら
対応を一緒に考えることで、生活を大きく変えることなく維持できる場合
があることを教わりました。少しでも負担を減らしてあげたい、可能性を
広げてあげたいと願いながら、診療を通して応援しています。

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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