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医薬品について

1. ステロイド吸入薬は、長期にわたって連用しても体への副作用はないのか?絶対に将来にわたって安全
といえるか。

副腎皮質ステロイド薬を長期に内服したり皮膚に塗っているといろいろと副作用が出ることはよく知

られています。このようなことが気管支にもおきるのかは大きな関心事です。吸入ステロイド薬が日本

国内で使用されるようになってから 20 年くらい経っており、欧米ではもっと長いと思います。世界的に
みて吸入ステロイドを長期に使用している方は数多くいますが、長期使用による目立った副作用は報

告されていません。もっと長期になった場合はどうかは、残念ながら現時点ではわからないというのが

現状です。

2. ステロイド薬の害はどうか。

副腎皮質ステロイド薬を長期間あるいは多い量を内服していると様々な副作用がおきます。主な副

作用を一覧表にしておきます。
1) 病原体に対する抵抗力が弱くなる。
カビやウィルスによる肺炎に罹る。
帯状疱疹がおきる。

2) 骨が弱くなる。
骨折する。
骨粗しょう症になる。

3) 糖や脂肪の代謝に影響する。
糖尿病がおこる。糖尿病が悪化する。
血液コレステロール値が高くなる。
動脈硬化が進行する。

4) 副腎のホルモン産生力が弱まる。
ステロイドの内服を中止したときの副腎機能不全

5) 胃の抵抗力が弱まる。
胃潰瘍になる。

6) 精神障害がおこる。

重い副作用

7) 緑内障になる。

1) 白内障になる。
2) にきびができやすくなる。
3) 肥満になる。
4) 顔がふっくらしてくる。
5) 生理が不順になる。
6) 筋肉の力が衰える。
7) 血圧が高くなる。
8) 身体に水分が溜まってむくんでくる。

その他の副作用

9) 皮下に出血しやすくなる。

3. NHKで内服(気管支拡張剤)より吸入ステロイドのほうが安全と放映されていた。子供が 4歳から 10年間
テオドールを飲み続けているが、副作用が心配。現在 1日 200mgで吸入なしだが、テオドールをやめて
吸入に切り替えたほうがよいか。



気管支拡張薬の内服は日本では子供から大人までよく用いられます。ご質問のテオドールは服用

量が多すぎなければ長年にわたって安心して服用することができる薬です。主な副作用として胃の症

状 (重い、痛い) や興奮です。服用量が多すぎると中毒症状が出て、ひどいときはケイレンを起こした
りすることがあります。安心して飲み続けるためには、時々 (少なくとも半年に 1 回)、血液中の薬の濃
度をチェックしてもらうとよいでしょう。子供の成長への影響は心配しないでよいでしょう。

しかし気管支拡張薬だけに頼っていてはいつまで経ってもよくなりません。気道の炎症を根本的に

鎮める方法を併用してください。その方法のひとつが吸入ステロイド薬です。

4. ネブライザーの必要度、必要性。(家庭用に購入すべきか)

ネブライザーは薬を細かい霧状にして気管支の奥深くまで行きわたらせる治療法です。

用いる薬は気管支拡張薬が主ですが、他にインタール液や去痰薬を混ぜることもよくあります。ま

た一緒に生理的食塩水を混ぜて吸入します。

ネブライザーの利点は、同じ気管支拡張薬でもスプレーで吸うよりも、多くの量の薬を時間をかけて

自分の呼吸で吸うことが出来るので、効果が増すことにあります。同時に気管支に適度な水分を補給

するので、気管支粘膜に潤いをもたせ、粘度を増した痰の切れをよくすることにもなります。

ネブライザーを置いておくと、家で発作を起こしたとき軽い発作なら自分で対処でき、わざわざ医療

機関に駆けつける回数が減ります。逆にネブライザーを吸ってもよくならない発作ならば、すぐに医療

機関に行ったほうがよい程度の強い発作ということになります。携帯に便利な小型のネブライザー(ハ
ンドネブライザー)も発売されているので旅行するときなど便利です。

5. 半年前にぜん息と診断を受け、オノン(抗アレルギー剤)、フルタイド(吸入ステロイド)で安定している状態。
特定アレルギーは見つからなかったが、抗アレルギー剤をずっと飲み続けなければいけないか。また、

妊娠を希望した場合はどうなのか。

抗アレルギー薬は、効果別にいくつかに分類され、さらにそれらの群の中には多くの薬があります。

抗アレルギー薬を使って有効であると判断すれば長期間使うことはよくあります。しかし、症状が安

定して、その状態が長期間維持できているときは減量しながら最終的に中止することを目指します。

抗ヒスタミン薬を含め抗アレルギー薬は妊娠を希望するときは飲まないようにしましょう。その理由は

安全性が確認されていないからです。妊娠を希望するときや妊娠の可能性があるときは主治医に早

めに相談してください。

6. テオドール、ホクナリン等を飲み続けているが、副作用はあるか。

テオドールはキサンチン誘導体のテオフィリンという薬に属するもので、同じものにテオロング、スロ

ービッド、ユニフィルなどがあります。副作用には、胃の症状と脳の症状、心臓の症状があります。胃で

は痛みや嘔吐、脳では頭痛、興奮や不眠、心臓では動悸や不整脈があります。

ホクナリンは交感神経刺激薬の中のβ2 (ベーターツー) 刺激薬という薬に属するもので、他にもメプ
チン、アトック、ブリカニール、スピロペント、ブロンコリン、ベロテックなどたくさんの薬があります。副作

用としては、心臓の刺激症状として動悸や脈が速くなる、不整脈などがあります。他に手の指が震える

ことが時々みられます。

テオドールにせよ、ホクナリンにせよ、飲み続けているうちにだんだんそのような症状がおさまってく

ることがありますが、主治医と相談して薬の量をいったん減らしてから徐々に増やしていってもよいと思

います。

7. 現在、オノン (抗アレルギー薬) とベコタイトを使って安定しているが、いつまで吸入を続ければよいのか。

ベコタイドは吸入ステロイド薬のうちのひとつです。他の薬と同様、十分な効果が出る量を吸い続け



て、症状が充分安定していると判断してから減量していきます。減量の時期は早まらないほうがいいで

す。月単位で考えるよりは半年あるいは 1年単位で考えたほうがうまくいきやすいです。

8. 薬ではなく、よい漢方があったら教えてほしい。

漢方薬でぜん息の治療に使われる漢方薬を一覧表に示します。

1. 麻杏甘石湯

2. 小青竜湯

3. 麦門冬湯

4. 清肺湯

5. 人参養栄湯

6. 小柴胡湯

7. 半夏厚朴湯

8. 柴朴湯

漢方を使うにあたっては「証」にしたがって処方するのが基本ですので、自分勝手に入手して飲む

のはやめて、ぜひとも漢方の東洋医学の知識を持った医師の診察を受けて「証」に適った薬を選んで

もらってください。それから漢方薬というと副作用がないと思われている方が多いようですが、漢方薬に

も副作用がおきることが知られているということも覚えておいてください。

9. 抗生物質は頻繁に与えてもよいものなのか。

抗生物質は細菌を殺すために用いるものです。その使い方は必要充分な量を出来るだけ短期間

用いるのが普通です。重症の感染症の場合はともかく、たとえば普通の肺炎なら 2 週間ぐらいが目安
です。

ぜん息の場合、急性の気管支炎を起こして発作がひどくなることがありますが、そのような場合に用

います。目安は 5 から 7 日間です。一方鼻水、のどの痛み、発熱という普通の風邪の症状のときに抗
生物質を服用することがありますが、これは好ましいことではありません。その理由は風邪は数多くある

ウィルスによっておきるのですがウィルスに対しては抗生物質の効き目がないこと、もうひとつは抗生

物質の乱用によって耐性菌、すなわち、抗生物質が効きにくい細菌が誕生しやすくなることです。さら

に抗生物質に対してアレルギーが徐々にできて、次に抗生物質をのんだとき、発疹が体中に出たりす

ることがあります。時にとても重篤な状態になってしまうこともあります。抗生物質は上手に使えば体を

病原菌から守ってくれる大事な薬ですので無駄にまたは頻繁に使うのはやめるようにしましょう。

日常生活の注意点

1. 中 1男子。運動もしたい、体力もつけたいと本人。しかし、10時ごろの体育授業に走ったりすると息苦しく
なり、家が近いのでネブライザーをかけに帰宅し、そのまま休みとなる。次の日は登校しているが、学校

での体育はどのようにしたらよいか。本人の希望通りでよいか。やめさせるほうがよいか。

運動をするとぜん息発作がおきることはよくあり、運動誘発ぜん息と呼んでいます。運動中に気管

支の水分と熱が奪われるためだといわれており、その原因はつい口で呼吸してしまうためだろうと考え

られます。もちろん、ぜん息が悪いときはどんな人でもちょっと運動しただけで息苦しくなりますが。

運動誘発発作を起こさないためには、

1)  普段のぜん息の状態をよく安定させるために治療を定期的に受けること
2)  いきなり運動をしないでウォームアップを充分にすること
3)  運動する 30分前に気管支拡張薬のスプレーを吸入しておくこと、あるいはインタールを 1カプセ



ル吸入しておく、あるいはその治療法を同時にすること

でかなり予防できると思います。

ぜん息だから体育や運動をしてはいけないということはまったくありません。1)～3)を守れば運動は
充分にできるようになります。事実オリンピック選手の中にぜん息の方も数多くいます。

2. ぜん息の薬をできるだけ使わないよう、日ごろの身体の鍛え方を指導してほしい。

体を鍛錬することは自律神経系を活発にし、また精神的にタフになり、ぜん息には確かによい効果

をもたらしますが、これだけでぜん息が完全によくなるわけではなく、薬を一緒に使ってぜん息を安定

させてこそ鍛錬療法の意義があると思います。

3. 毎日の生活の中でできるぜん息発症予防法について具体的に知りたい。

ぜん息は単にアレルギーの体質以外にいろいろなことが影響し、症状が悪くなったりします。大気

汚染物質、食品、住居環境、職場環境、心理的要因などがそれにあたります。これらの中で特に大事

なのが住居環境です。家の中のホコリ、ダニ、ペットの毛などがぜん息を起こします。具体的な掃除の

仕方は環境対策で述べましたので参考にしてください。

食べ物についてはあまり神経質になる必要はありません。もちろん血液検査によってアレルギーが

確認されている食品は絶対に食べないでください。食品の中では、小児ではタマゴ、牛乳、大人では

小麦粉、エビ、ナッツ類がアレルギーを起こしやすいものの代表ですが、他にもたくさんあります。

その他の日常生活で注意してほしい点を表にしましたので参考にしてください。

1.  風邪
2.  過労、ストレス
3.  激しい運動
4.  喫煙
5.  アルコール
6.  過食
7.  冷気、煙、ホコリ、香水、刺激物質の吸入

避けるべきもの

8.  特定の薬 (解熱鎮痛薬など)
1.  規則正しい生活
2.  充分な睡眠積極的に行うべきもの

3.  適度な運動

4. アレルギー、ぜん息の子を持つ母親の子供への接し方で注意すべきことがあれば知りたい。

前の項で述べた住居環境の整備が大事ですが、もうひとつ大事なのは、子供の病気を心配するあ

まり、かわいがりすぎて子供の自立を知らず知らず抑えてしまっていることがあることです。これは単に

精神の成長を抑えているのみならず、少なからず精神的ストレスとして心因性のぜん息の発症につな

がります。なんでもそうですが、近づき過ぎず、離れ過ぎずの距離を保つとよいでしょう。

5. 最近ぜん息と診断されアレルゲン検査を受けたところ、16 項目中 11 項目陽性反応が出た。日常の生活
の中で注意するポイントを知りたい。

どのようなアレルゲンに陽性が出ているかによります。16項目ということですが、きっとMAST 16の
ことと思います。MAST 16 とは multiple allergen simultaneous test (多項目アレルゲン同時測定法) の
略で、血液を使っていっぺんに 16 項目のアレルゲンに対して IgE 抗体の量を測る便利な検査です。
吸入系と食物系に分かれていますが、更にこれらを適度にミックスしたMAST 26というのも頻用されて
いますのでその一覧表を示します。



MAST 26
吸入系 食物系

ハウスダスト 2 卵白

ダニ 2 大豆

花粉 小麦

ブタクサ 牛乳

ヨモギ エビ

オオアワガエリ チェダーチーズ

ハルガヤ 牛肉

スギ 鶏肉

カビ カニ

ペニシリウム マグロ

クラドスポリウム サケ

カンジダ 米

アルテルナリア

動物

ネコ上皮

イヌ上皮

ハウスダストやダニならば前項の住居環境整備が大切です。花粉類は鼻炎・結膜炎の原因になり

ますが、ぜん息の原因にはまずなりません。特にスギ花粉の回避法につき一覧表にしておきます。

花粉のない地域にすむ

外出を控える

外出時は目と鼻・口の防御具をつける

回避

飛散の多いときは窓や戸を閉める

住居に入る前に頭髪や衣服に付着した花粉を払う

洗顔、うがい、鼻かみをする

除去

室内を掃除機で清掃する。

カビ類の場合はやはり住居環境の改善が必要です。室内の湿度を低くする。結露を防ぐ、エアコン

のクリーニングをする、カビがはえている部分は除去するなどです。

食物の場合は、蕁麻疹や下痢などのアレルギー症状をおこしますが、ぜん息の原因には直接的に

はなりません。また血清検査で IgE抗体高値でない限り実際にはまず心配ありません。

6. 学校でできる管理、ケアについて教えてほしい。

学校あるいは保健室でしてほしいことは、まず普及啓発です。現代においてアトピー体質でない人

はむしろ少数派に属します。たとえば私が勤めている大学の学生を対象としてダニとスギにアレルギ

ー反応が出るかどうかを皮膚テストで調べてみると約 7割の人は反応がみられ、どちらにも反応しない
人は残りの 3割です。このような状況の中ではアレルギーの病気は、誰でも発症しても不思議はありま
せん。そういうことを子供にも親にも教師にもよく知ってほしいのです。そうすれば、例えば、アレルギ

ーがある食物が給食に出たからといって強制的に食べさせることはなくなるでしょう。

次に心のケアです。アレルギーの病気があることで、子供は心にも体にもハンディキャップを負って

います。そういう心の負担を取り除いてあげることです。それが原因で行動や学業が消極的になってし

まっている子供にはカウンセリングも必要かもしれません。

最後に学校にいる間に症状が急に起きたときの対応です。対応が必要になるのはぜん息発作と蕁

麻疹でしょう。ぜん息児には常に携帯用吸入器を持たせておくとよいでしょう。もし発作がおきたら、着

衣を緩めて吸入器を用いて吸入しましょう。水を飲ませるのもいいです。慌てたり、不安感を持って対

応すると、かえって発作がひどくなることがあるので安心させるようにしましょう。軽い発作なら、このよう

な指導でだんだんと落ち着いてきます。10分から 20分待っても症状がよくならない、あるいは最初か



ら顔色が悪い、口唇が赤味を失っている、しゃべることもできないようなときは強い発作なので、連携先

の医療機関に連絡をとって、搬送しましょう。蕁麻疹の場合は、元気もあって意識もはっきりしてかゆが

っているだけならば 30 分くらい様子をみてよいと思います。発疹はだんだんとひいてきます。しかし意
識がぼんやりしている場合や一見して症状が強いときやゼーゼーとぜん息の症状が一緒に出ている

ようなときはやはりすぐに医療機関に搬送しましょう。

食物について

1. 家庭と学校給食の関係において、どうしていったらよいか。

食物アレルギーがある場合当然その食物を避けねばなりません。家庭では少なくとも意識して除い

てください。学校給食の場合教育的見地からという理由で出されたものはすべて好き嫌いなく食べさ

せるという思想がありましたが、それは好ましいものではありません。生命を大事にするという考えを理

解すれば当然学校給食においてもアレルギーのある食物は食べさせてはいけません。これは決して

わがままな行為ではなく、学校の先生たちも理解しないといけません。

2. 食物アレルギーはどの程度ぜん息に影響あるのか。

食物アレルギーは蕁麻疹、発疹、下痢、腹痛や頭痛などの症状として出やすくぜん息の直接の原

因になることはとても少ないでしょう。しかし乳児期に食物アレルギーがあると幼児期からダニなどの吸

入または環境アレルゲンに対してアレルギーになりやすくなり、それが原因でぜん息を発症しやすくな

ることはあります。

3. 血液検査でアレルギー疑陽性 (2 クラス) で食品摂取による体の反応が少ない (痒がる程度) 場合、対
応はどうしたらよいか。少量摂取でも将来的にアレルギー反応が強くなっていくのか。

血液検査での反応が疑陽性ということですが、軽いにせよ症状が出ているようなのでその食物は避

けることを勧めます。いくら食べる量が少なくても将来的にアレルギー反応が強く出ることがあります。

病気の予後について

1. 花粉症とぜん息の因果関係はあるのか。これからの季節(3～4 月)、花粉症が始まるが、くしゃみと咳がひ
どくて夜眠れないことがある。

花粉をスギに限っていいますと昔は花粉ではぜん息はおこらないといわれていました。それは花粉

の大きさが大きいので鼻や喉にくっついて、なかなか気管支のほうまで到達しないからだと考えられて

いました。でも最近、花粉の表面にオービクルという小さな粒がたくさんついていて、これが花粉の飛

び散る季節に大気中に浮遊していることがわかりました。この粒は小さいので気管支までとどくのでぜ

ん息を起こすことがあります。実際スギ花粉症の時期になるとぜん息が悪くなる方がいます。

2. 3 年前から梅雨～夏にかけての咳き込みに悩んでいる。アレルギー性ぜん息のようだが、今後の対策等
戸惑っている。とりあえず、背筋を鍛えるストレッチを続けるとともにエキナセアなどのハーブティを飲む等

の予防をしているが、それで大丈夫か。

いわゆる「咳ぜん息」の可能性があります。咳ぜん息とは、咳だけが出てゼーゼーや息苦しさが出

ないもので、本当のぜん息の前段階の状態と考えてよく、近い将来典型的なぜん息になることがあり



ます。梅雨から夏にかけて出やすいということなので、原因は家塵ダニかもしれませんが、検査でアレ

ルゲンを探す必要があります。

ストレッチやハーブティーもよいですが、やはりぜん息としての治療を受けたほうがいいです。どん

な病気でもそうですが、早い時期にしっかりと治療しておくと、慢性化しにくく、重症化しません。咳喘

息は診断が難しいので、専門医に相談するほうがよいでしょう。

3. この 2 ヶ月風邪が治りかけるとまたすぐぶり返し、ひどいときは咳が止まらない。ぜん息なのか。もともとア
レルギー体質で花粉症。

風邪とはウィルスが鼻や喉に感染して熱、鼻水、喉の痛みや咳が出る病気です。このような症状、

特に熱は出たでしょうか。また風邪はそんなに何回も繰り返して罹る病気ではありません。多分気管支

の慢性的な病気があると思います。花粉症があるのでアレルギー性のぜん息ではないでしょうか。一

度そういう観点から診察を受けられるとよいでしょう。

4. 幼稚園の頃に気管支喘息と診断され、成長とともに治ったが最近風邪をひいたときに咳と胸のあたりが

ゼイゼイするときがある。高齢になってから再発することがあるのか。

乳幼児期からあったぜん息が、中学生、高校生の頃に自然と治ることはよくあり、アウトグローという

言葉で呼ばれています。そういう人たちはその後ぜん息が出ないほうが多いですが、中には大人にな

って再発する人がいます。なぜ再発するのかはよく理由はわかっていません。

5. 急激に気温が下がったり強い風にあたったりすると、風邪をひいていなくても夜寝てから気管支がヒュー

ヒューと音がするが、ぜん息なのか。

夜中にヒューヒュー音がすることから考えるとぜん息と思います。気温の変化はぜん息発作を引き

起こすことがあります。特に暖かいところから寒いところに出たときおきやすいです。

6. 生後 8 ヶ月でアレルギーぜん息と診断されている。今後どのようなことに気をつければよいか。

まず症状を薬できちんとコントロールしてもらってください。原因は家のホコリやダニと思いますので

室内の清掃や家具・寝具などについての注意は環境対策で詳しく述べましたので参考にしてください。

環境対策を行うことでだんだんと発作がおきにくくなり、中学生や高校生のとき自然とぜん息が治って

しまうことが期待できます。

7. ぜん息と診断されたばかり。完治するか。

今の年齢がいくつかによると思います。子供ならば中学・高校生頃にアウトグローして自然によくな

る可能性があります。大人ならば自然に発作が出なくなることはあまり期待できません。いずれにせよ、

ぜん息になったばかりの早い時期に充分な治療をしておくと、とてもその後の経過がよいので、ぜひ

積極的に治療を受けてください。

8. 最近、風邪をひくと咳が何日も止まらない。病院で診てもらっても原因がわからない。どのようにしたらよ

いかぜひ教えてほしい。

長引く咳の場合いくつかの病気の可能性を考えなければなりません。まず第一に風邪をひいた後

の長引く咳はよくみられることです。それ以外に鼻が悪い方も咳が長引くことがあります。喉だけにアレ



ルギーが起こり咳が長引く場合もあります。もちろんぜん息も含まれます。それ以外にも結核、癌、喫

煙による慢性気管支炎など咳がでる病気はいくつもありますが、これらの病気は医療機関でみてもら

えばたいてい診断がつくので、やはり最初のほうに述べた鼻が悪いか、喉のアレルギー、そしてぜん

息の 3つの可能性について的を絞って検査を受けるとよいでしょう。

治療法について

1. 咳や痰が毎日多く出る。ステロイド剤以外で炎症を抑える方法はないのか。

ぜん息の咳や痰に効く炎症を抑える薬はステロイド薬以外にロイコトリエン拮抗薬などの抗アレル

ギー薬、それとテオドールなどのテオフィリン薬があります。ぜん息だけの咳や痰ならばこれらの薬を

上手に組み合わせればかなりよくなると思います。但し、ぜん息だけでなく慢性気管支炎が一緒にあ

るとこれらだけではよくなりません。

2. 減感作療法は本当に効果があるのか。また、減感作を行っている場合、どの程度の期間もしくは何歳ぐ

らいまで有効なのか。

減感作療法は効果が実証されています。但しすべての人が受けられる治療というわけではなく、ア

レルギーの強さや他に病気がないことなどいくつかの条件を満たす必要があります。また減感作療法

を行ってもすべての人に効果が出るわけではありません。ひとついえることは、年が若いほど、あるい

は発病してからの期間が短いほど効果が出やすいと考えられることです。

減感作の注射は通常少なくとも 3 年間は続けたほうがよいといわれていますが、それにこだわらず
に可能な限り長期間続けたほうがよいでしょう。

3. 対症療法のみなので、根本的治療法を教えてほしい。

ぜん息はアレルギー疾患なのでアレルギーを起こす原因物質 (アレルゲン) を取り除くことでぜん
息はおきないので、最も根本的な治療法となります。しかし、実際にはなかなか実行は難しいことです。

減感作療法はよく体質改善療法といわれていますが、アレルギー体質を根本的に変えるわけではあり

ません。アレルギー体質を遺伝子療法で変える実験的試みが研究されていますが、まだ実用には程

遠いです。

より根本的に近い方法としては、住居環境の整備でアレルゲン (例えば家のホコリ) をできるだけ
減らすこととアレルギー炎症を抑える吸入ステロイド薬を使うことと思います。

4. 高校 2年生の娘。中学 1年生でぜん息を発症。小児ぜん息より治りづらいと聞いているが、成人になるま
でに良くする方法を教えてほしい。

確かに治りづらいかもしれませんが、アウトグローする可能性がないわけではないと思います。とも

かく発症してから早い時期に充分な治療を受けること、アレルギーの検査をしてアレルゲンが何なの

かをしっかりと突き止めてそれに対する家庭環境の改善などをしっかりと行えば、よりアウトグローする

可能性が増えてくるでしょう。



その他

1. 自宅近くに石灰工場があり煙が出ているが、ぜん息の子供に影響があるか。

ぜん息に煙が影響する可能性はあります。但しどの程度の煙がどれくらい環境を汚染してぜん息

に影響しているかは一概には判断できません。

2. 排ガス等の大気汚染がどの程度アレルギーを悪化させるか。

いくつかの疫学調査の結果、自動車の排気ガスがアレルギーの患者数を増やしている、またぜん

息の方の症状を悪くしているのは間違いありません。特にディーゼル車から出る排気微粒子はアレル

ギーになりやすくさせますので様々な対策が講じられているところです。

3. 台風がくるとぜん息が悪化するのはなぜか。

低気圧が近づくとリウマチやぜん息が悪くなることがあることは昔から知られています。リウマチに比

べるとぜん息の場合はそれほど多くはありませんが、やはりそのような方がいらっしゃいます。残念な

がらその理由はよくわかっていません。中には逆にぜん息が楽になる方もいます。

4. プール (水泳) の効果はどれくらいあるか。

ぜん息の人、特に子供は運動をするとぜん息の発作がおきるということでつい運動をしたがらなく

なります。その点、水泳はぜん息の発作を起こすことなく身体を鍛えることができるので勧められてい

ます。水泳がぜん息を直接よくするというわけではありません。しいて言えば冷たい水刺激や水泳後

にタオルで身体をこすることが自律神経の機能を高めることに役立っているのかもしれません。

5. 水もアレルギーに関係するといわれているが、水道水、プール等はどのようにしたらよいか。

水はアレルギーに関係しないので心配しないでください。しかし、プールの消毒に使う塩素がアトピ

ー性皮膚炎に影響する可能性はあります。

6. 小児ぜん息は兄弟で発症するか。

アレルギー体質は遺伝するものなので、兄弟を含め家族にアレルギー疾患の人がいる場合は発症

する可能性があります。

7. どの程度の発作で救急車を呼ぶべきか。

軽い発作ならば自然によくなることもありますし、気管支拡張薬のスプレーを吸うことでよくなります。

中発作以上では、気管支拡張薬の吸入では充分よくならないので医療機関で治療を受ける必要があ

ります。中発作以上の目安はしゃべるのがつらい、横になっていると息が苦しいという症状です。もっと

重症になると話すこともできず、とてもつらそうな呼吸をし唇も青黒くなります。このような時は、自力で

医療機関に行くのも容易ではないので、救急車を呼んでください。



8. ネコを飼い始めたところ、10 年間出ていなかったぜん息が時々出るようになった。ネコが原因なのか。家
庭でできる対策や体質改善の方法について教えてほしい。

今まで出なかったぜん息がネコを飼い始めて出るようになったのでまず間違いなくネコアレルギー

によるものと思います。このような場合、ネコを家の中で飼わないようにする以外は根本的な対策はあ

りません。ネコに対する減感作療法もありますが、実際に行っている医療機関はほとんどないと思いま

す。

9. 季節 (6月、9～10月) によってぜん息が出るが、季節との関係はあるか。

アレルゲンは季節によってその環境中の量が変動するものがあります。その典型例は花粉です。

例えばスギ花粉は 2～4月まで飛散しますがそれ以外の季節には花粉は飛びません。ぜん息が 6月、
9～10月に出るということからするとダニがアレルゲンと思います。ダニはこの時期に繁殖して数が増え
るからです。

10. ぜん息とアトピー性皮膚炎とは関係はあるのか。

ぜん息もアトピー性皮膚炎も同じアレルギーの病気で大いに関係があり、人によってはどちらの病

気も持っている方もいます。興味深いことに、一方の病気が悪くなると他方の病気の症状が軽くなるこ

とが昔から知られていますが、その理由はわかっていません。

11. アレルギー体質のショックの度合いみたいなことはあるのか。(例えば、麻酔注射、ピリン系の薬等)

アレルギー反応が急に強くおこるとショックになることがあり、アナフィラキシーショックと呼んでいま

す。多くは薬の注射や内服でおきますが、特殊な例として食物 (特に小麦粉やエビ) を食べた後、運
動するとアナフィラキシーショックをおこすことがあります。症状としては蕁麻疹や眼の充血、鼻水、呼

吸困難、そして血圧低下による意識の低下などです。

12. 内服中の運動について聞きたい (部活動やマラソン等)。

ぜん息の薬を飲んでいても部活動や運動に影響はありませんので、心配の必要はありません。

13. ぜん息は生死を分ける病気か。

ぜん息発作で死亡される方は年間でおよそ 5,000～6,000 人います。脳梗塞や心筋梗塞や肺炎、
癌などと比べたらはるかに少ないですが、これらの病気と異なるのは、子供から大人までどの年代でも

突然死亡することがある病気であるという点です。


