表紙は医療関係者用です

7月/8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。

エアコン

カビ

夏場は気温や湿度が上昇し、アレルゲン
（アレルギーの
原因）
であるカビが繁殖しやすい時期です。特に、長期
間使用していないエアコンの内部やフィルターには、カ
ビやホコリ
（ハウスダスト）
がたまります。暑くなってきた
頃、掃除をせずにエアコンをつけると、送風口から放出
されたアレルゲンを吸い込んでしまい、喘息症状を引き
起こすことがあります。

ハウスダスト

ダニもアレルゲンのひとつで、一年中みられますが、特
に気温や湿度の上昇する夏場に繁殖しやすいと言われ
ています。ダニは、主に家の中のホコリやハウスダスト
に生息しており、空中に舞い上がったホコリの中に含ま
れるダニの死骸やフンを吸い込むことで、喘息症状を引
き起こす場合があります。

予防法

予防法

● 一般的に年2回は掃除し、エアコンの使用時期
には毎週掃除を行うようにするとよいでしょう。

編

ダニ

● こまめに換気を行い、湿度対策を行いましょう。
● 久しぶりにエアコンをつける際には、
必ずフィルターやエアコン内部、
送風口などを掃除しましょう。

7月/8月

● 極端に乾燥しているときを除き、洗濯物の
部屋干しは避けましょう。

● ダニはホコリやヒトのフケなどをえさとして
繁殖するため、室内のホコリをためない対策や
寝室・寝具の対策をしましょう。
● 日常的に部屋の換気を十分に行うように
しましょう。
● 寝具はよく干し、その後掃除機をていねいに
かけましょう。
● 枕はパイプ枕にして、カバーも変えるように
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

エアコンを久しぶりにつけたとき、
咳で家事が続けられなくなった。

参考文献

1年ぶりに押し入れから出した
夏布団に入ったとき、
咳が出て眠れなくなった。

喘息症状(咳、息苦しさ、喘鳴など)が
心配で、
泊りがけの旅行に
なかなか行けない。

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．
[ https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/control/measures/indoor.html ] 2022年5月現在
2)日本アレルギー疾患療養指導士認定機構(編・著)．
アレルギー疾患療養指導士認定試験ガイドブック．
東京；メディカルレビュー社：2020．

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。
大阪府結核予防会大阪複十字病院
副院長 診療部長 内科部長
感染防止対策室長 健診部長

松本 智成

飯塚病院 呼吸器病センター
センター長

飛野 和則

先生

平成5年、大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部附属病院、大阪府立羽
曳野病院内科、大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター臨床研究部
長、同感染症センター長、大阪府立大学臨床教授などを経て、平成25
年より大阪府結核予防会大阪病院診断検査部部長。診療部長、内科部
長、感染防止対策室長などを経て、平成28年より副院長に就任し、現
在に至る。

Q.1

通院時の新型コロナウイルス感染が
心配な喘息患者さんも多いと思いますが、
病院の感染対策を教えてください。

青空が広がる夏といえども、ゲリラ豪雨が発生する日本列島において、
家庭や病院をはじめ、あらゆる場所で空調管理や湿気対策、カビ、衛生
管理が気になるところです。当院は、結核病院の時代から感染対策を
徹底してきた長い歴史と経験があります。加えて、現在は感染対策の
エキスパートである感染管理認定看護師が院内随所で目を光らせていま
す。医師の私ですら気を抜けないほどの徹底した管理を行っており、喘息
患者さんでも安心してご来院いただける環境を整えています。

Q.2

喘息の発作による来院でも、
喘息以外の検査も実施するのはなぜですか？

喘息の患者さんが発作を訴えて来院される際、たしかに一見すると喘息
発作です。しかし、「あれ？」
と思い検査を行うと、体内にカビの増殖
（深在性真菌症）
や気管支結核が見つかったり、特に高齢者では心不全
が進行していたり、喘息以外の重大な病気が潜んでいることがあります。
「疑わしきは早期診断、早期解消」
のため、必要に応じてさまざまな検査
が必要になります。

Q.3

先生が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？

診察では、症状や疾患に関することはもちろん、それ以外にも雑談を
交えながら患者さんと楽しくお話しすることを心がけています。かつて、
久しぶりに通院してきた青年がおり、事情を聞いてみると、抗炎症薬の
吸入を怠ったせいで体調を崩したけれど、「先生に迷惑をかけたくない」
と思い一人で寝込んでいたそうです。これに懲りた彼は、
「やっぱり
先生に会いたいから」
「先生を安心させたいから」
と長期コントロールを
しっかり続けるようになり、あっという間に約 30 年の付き合いになって
います。喘息の治療を進める中で不安になることもあると思いますが、
少しでも気になることが あれ ば 是 非 主 治 医に相 談してください。

先生

平成13年、熊本大学医学部卒業。同大学第二内科研修医として研鑚
後、飯塚病院救急部兼呼吸器内科、順天堂大学医学部呼吸器内科、同
大学院、大阪大学医学部附属病院放射線医学統合講座、越谷市立病院
（埼玉県）呼吸器内科医長、飯塚病院呼吸器内科医長、同病院呼吸器病
センター呼吸器内科部長を経て、令和3年より現職。

Q.1

喘息管理は季節変動が大きいと言われていますが、
夏の時期はどうでしょうか？

台風の時期に発作が起きる方もいれば、春夏秋冬のうち、夏に最も症状
が安定する方もいます。昨年の夏過ぎからしっかりと長期管理を続けて
いる患者さんがおり、初診で来たころは少し動くだけでも咳き込む毎日で
したが、今ではすっかり良くなりました。1年ほど喘息コントロールが良好
で症状が落ち着いている患者さんでは、薬の種類や量を減らす
「ステップ
ダウン」
を考慮します。発作の少ない夏場をステップダウンのチャンスと
するためにも、長期管理が大切となります。

Q.2

新型コロナウイルス感染症が流行している中で、
喘息治療において大事なことは何でしょうか？

日ごろの治療の継続です。70代の患者さんで、高血圧と糖尿病を合併し、
どちらの経過もよくない方がいます。喘息に関してもいつもゼーゼーしてい
るのに、
「たくさん余っているから薬はいらない」
と服薬を怠っていた方です
が、コロナ禍で長期管理に対する意識が一変しました。喘息に限らずどんな
病気にも言えることですが、今コロナに感染するとどこの病院も受け付けて
くれません。
「コロナ怖いし、自分の病気もしっかり管理しないと」
と言って、
月に1回、通院中の診療科をひと回り受診して帰っていきます。治療をしっか
りと継続し、症状をコントロールすることが重要です。

Q.3

喘息の症状によって
患者さんが困っていることは何でしょうか？

「咳を止めてほしい」
と言って受診してきたのは、接客業をしている若い
患者さんでした。
「いらっしゃいませ」
「お待たせしました」
と言った途端に
「コホン」
と咳き込む寸前でした。軽い咳をしただけでも、周囲はコロナ
を疑い冷たい視線を送ってきます。症状に合わせた薬を処方し、治療を
続けてもらうことで、今は咳き込むことなく笑顔で接客できるようになり
ました。喘息患者さんでは咳以外にも、痰・息切れの症状や慢性副鼻腔
炎などを合併する場合があるため、症状を細かく確認しながら適切な
治療を考えています。困っていることがあれば主治医に相談してください。

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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