表紙は医療関係者用です

11月/12 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。

11月/12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。

編

冷気 風 邪
寒い朝にランニングをして咳がでた経験などはないでしょ
うか？喘息患者さんの気道は慢性的な炎症で過敏になって
いるため 、冬の 冷たく乾 燥した空 気は気 管 支を刺 激し、
発作が出やすくなります。特に前日と比べ3℃以上の気温
低下があると喘息が悪化しやすいことが知られています。
また暖房のきいた室内から寒い外へ出るときも、急激な
気温差で気管支が縮みやすくなるので注意が必要です。

冬はインフルエンザなどのウイルスや風邪が流行りますが、
これらも喘息を悪化させる要因になります。ウイルスや風邪の
菌が、気道の炎症を悪化させると、喘息発作につながります。
インフルエンザのほか、ライノウイルス、アデノウイルス、
肺炎マイコプラズマなどにも注意が必要です。また今流行中
の新型コロナウイルスに不安を感じられる方も多いと思い
ますが、
まずは日ごろからの治療の継続が大切です。
● 可能ならインフルエンザなどの流行シーズン前に、

● 暖房がきいた室内から外に出るときは、暖かい
気をつけましょう。
● 冷たい空気を直接吸い込まないよう、外出時には
マスクやマフラーを着用するとよいでしょう。

予防接種を受けておきましょう。

予防法

予防法

服装にするなど、急激な気温差が生じないように

● 外出時のマスク、帰宅後の手洗い・うがいを徹底
しましょう。
● 新型コロナウイルスの蔓延で不安になる患者さん
も多いと思いますが、喘息を悪化させないため

● 気温や気候の変化は避けられないので、日ごろ

には日ごろの治療を継続することが大切です。

からの喘息治療の継続が大切です。不安な点が

日常生活で不安があるときはあらかじめ主治医

あれば主治医の先生に相談してみましょう。

の先生に相談しましょう。

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

年末に大掃除をするとき、
窓を開けたら咳が止まらなくなってしまった。

参考文献

風邪をひくと、
喘息症状がひどくなり
夜眠ることができない。

寒い日は「喘息症状がでるのでは？」
と
外出するときに不安になる。
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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？
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、専門医の先生にお答えいただきました。

なかにし内科クリニック

中西 文雄

患者さんの症状や日常生活のことを聴くときに
気をつけていることについて教えてください。

患者さんの訴えを集計してみますと、患者さんが一番困っていたのは睡眠障害でし
た。そのため、日常会話や電話をする時に咳が出ると訴える患者さんには、まず睡眠
について聴くようにしています。例えば、夜はよく眠れているかどうか、
リラックスし
て仰向けの姿勢で寝ることができているかどうかという質問をします。体を倒すと
交感神経から副交感神経に変わることで気道がさらに狭くなるために症状が出て
しまうのです。こういった患者さんはまず喘息や喘息の悪化を疑います。

Q.2

喘息以外のアレルギーの病気を持っている
患者さんは喘息も悪化しやすいのでしょうか。

喘息患者さんでアレルギー性鼻炎を合併している方は、日本の疫学データからも
７割と言われています。花粉症シーズンにアレルギー性鼻炎の症状をコントロール
できていないと、喘息の症状が起こりやすくなることや悪化することがあります。
また、アレルギー性鼻炎をコントロールできていないと副鼻腔炎も発症しやすいと
も言われています。副鼻腔炎が原因で鼻水が喉に流れてしまう後鼻漏となり、喘息
を誘発された方もいらっしゃいますので、最初に出ている症状を抑えてあげること
が重要です。そのため症状が悪くなる前に受診して治療することをすすめるエン
ピリックセラピー
（経験的治療）
という観点を重要視しています。

Q.3

坪内 拡伸

先生

昭和54年に久留米大学医学部卒業後、札幌医科大学第三内科、北海道立釧路病院内科、北海
道立札幌北野病院内科、国立療養所翠ヶ丘病院内科、日本医科大学第四内科、財団法人・竹林
病院内科などに勤務。平成14年11月に、なかにし内科クリニックを開業。

Q.1

宮崎大学 医学部 内科学講座
呼吸器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野 助教

院長

診療のときに先生が意識していることを
教えてください。

治療ゴールは、1〜2年間は喘息発作が起こらないこと、日常生活への負担が少なく
なることです。このゴール達成のために、例えば、喘息症状が悪化しやすい1月
（感染
症の流行時期）
、5月
（カビの胞子が飛びやすい時期）
、11月
（年間で喘息が最も悪化
しやすい時期）
に合わせて受診スケジュールを立てています。症状が落ち着くと受診
しなくなりがちな方がいますが、喘息症状が悪化しやすい11月に備えて、症状が落ち
着く夏の時期よりも、9月以降に受診する機会を増やしてもらうよう伝えるなどの
工夫をしています。最後になりますが、生活するうえで負担になることも話していただ
けると治療ゴールを立てやすいと考えています。

先生

平成19年3月に宮崎大学医学部医学科を卒業後、宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌
代謝学、平成26年4月から宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野に勤務。
令和4年4月から現職。

Q.1

患者さんの生活上のことや症状などを聴きとる
ために工夫していることを教えてください。

患者さんが気付きにくい症状として挙げられるのが、息切れだと思います。
「重い
物を持って歩くと息切れしやすいから、近くのスーパーにしか行かない」
、
「 外に出
るのはおっくうだ」
など、知らず知らずのうちに行動範囲や生活圏を狭めているか
たは多いのではないでしょうか。息切れを我慢していることに気づいていないか
たがいれば、
「もっと良い生活があります」
と伝えるために、私は
「これはできます
か？」
や、
「ご家族と出かけて遅れることや、疲れることはありますか？」
など、具体
的なエピソードを聴くようにしています。

Q.2

この時期に患者さんとコミュニケーションを
取る際に、特に意識していることはありますか。

この時期は、乾いた空気、冷たい空気を吸うと咳をしやすくなりますし、鼻の症状
もでてきやすい季節です。特に、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、鼻茸
（はなたけ）
を
合併されているかた、鼻の症状が悪化して痰がらみの咳をされているかた、鼻の
症状がひどくなっていることに気づいていないかたは喘息が悪化しやすい傾向が
あります。そのため、私はたとえば
「カレーのにおいはわかりますか」
、
「炊き立ての
ご飯のにおいはわかりますか」
などと聴くようにするなど、コミュニケーションを
工夫しています。

Q.3

重症喘息患者さんの印象に残るエピソードを
教えてください。

重症の患者さんにおいては、医師が診療の参考としているガイドラインに沿って
治療方法を常に見直しています。そして必要に応じて、患者さんがいま受けている
治療方法以外の選択肢を考えて提案し、話し合ったうえで治療方針を決めていま
す。治療方法の変更により、喘息の症状が改善した患者さんの中には、
「自分で気
付かないうちに行動を制限していたことに気づいた」
と、とても喜んでいたかたも
いました。患者さんの笑顔が現在も印象に残っています。患者さんの状態に応じ
て、より満足度の高い治療を届けたいので、気になることがあれば、何でも気軽に
相談していただければと思います。

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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