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平成平成平成平成 13131313年度　練馬区ぜん息予防等に関する講演会年度　練馬区ぜん息予防等に関する講演会年度　練馬区ぜん息予防等に関する講演会年度　練馬区ぜん息予防等に関する講演会
小児ぜん息と上手に付き合うために

はじめにはじめにはじめにはじめに
日大光が丘病院小児科の橋本です。このような機会をいただきましてありがとうござい

ます。「小児ぜん息と上手に付き合うために」という、ある意味では難しいテーマですが、

少しでもみなさまのお子様の健康に役立てていただきたいと思います。

まず、子供のぜん息というのは治るのでしょうかといったお話をさせていただきます。

次に、ぜん息で実は死亡する例があるということも若干触れさせていただきます。そして、

特にぜん息という病気は、20 年くらいまえからどんどん病態が解明されてきて、ここ 10

年間にぜん息の病態解明が著しく進み、治療の考え方もかなり進歩しています。21 世紀に

入った今日の ぜん息の治療に対する考え方をお話させていただきます。以前は発作時の治

療主体の時代もあったわけですけれども、今は予防の治療を一生懸命やろうということに

なっています。

ぜん息を治すための４輪車ぜん息を治すための４輪車ぜん息を治すための４輪車ぜん息を治すための４輪車
私はよく、ぜん息治療の４輪車という言葉を使います。４つのうちの 3 つは何かといい

ますと、①いわゆる環境対策です。ダニ・ほこりといった室内環境を整えるということで

す。②体と心を鍛えることです。やはり心を鍛えてもらうのも大切で、どうしてもぜん息

の治療となると薬物療法ばかりに目がいくわけですが、心と体を鍛えることも大切です。

③みなさんが一番興味がある薬物療法です。これら３つの３本柱に加えて、本で勉強した

り、さらにこういった勉強会に来てぜん息についてよく知っていただくことも重要です。

この４つの車輪がうまく進むことで、車がまっすぐ進むように、ぜん息の状態もよい方向

に進むと考えています。４つの車輪というのが根底にあって、どれが欠けても車は進まな

くなります。薬物療法は車を走らせる後輪として大事ですが、もうひとつ後輪として大事

なものとして環境整備もある、どれが欠けてもうまく車は進まないと考えています。

ぜん息は増えているのか？ぜん息は増えているのか？ぜん息は増えているのか？ぜん息は増えているのか？
ぜん息は増えています。我々が子供の頃は、１％以下、一学年 200 人の生徒の中にぜん

息児は１～2人いるかいないかだったわけですが、現在は一クラス 30名の中に 2人ぐらい

いて、だいたい５～７％くらいが子供のぜん息の罹患率といわれており、昔に比べてかな

り増加しているのは間違ないだろうと考えられています。しかし、ここ 10年位のある統計

をみますと、以前のような右肩上がりでどんどんまだまだ増えるぞというほどには増えて

いません。しかし、アレルギー性鼻炎とかアトピー性皮膚炎といったほかのアレルギー疾

患はどんどん増えており、20年くらい前には 4人に 1人くらいといわれていましたが、最
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近のある統計ではアレルギーのある患者さんは 70～80％にもなっています。しかし、ぜん

息はどんどん増えているわけではなく、５～７％まできて少し横ばいになっています。実

際にお子さんがぜん息になっているご家族にしてみれば１％であろうと 7%であろうと大

差がないことかもしれませんが、アレルギー疾患は増え、そのうちぜん息はある程度増え

て 5～7％で止まっているというのが実状です。

アレルギー疾患はなぜ増加しているのか？アレルギー疾患はなぜ増加しているのか？アレルギー疾患はなぜ増加しているのか？アレルギー疾患はなぜ増加しているのか？
ぜん息のお子さんのお父さんやお母さんのお話を伺うと、スギ花粉症やぜん息など既に

アレルギーの病気を持っているというご家族も、昔よりもずっと増えています。ところが

アレルギーの病気が増えている速度から考えると、遺伝子的に家族から家族に伝わって増

えるよりもはるかに早くアレルギー疾患が増えています。ですから、これ以外の要因が考

えられます。昔は大気汚染がぜん息の一番の要因といわれていましたが、日本においては

かなり改善されています。大気汚染というのはひとつの要因ですが、全ての要因ではあり

ません。今一番我々が重要な要因と考えているのはむしろ室内環境の変化です。室内環境

汚染というのがアレルギー疾患を増やした一つの大きな理由ではないかと言われています。

室内環境がどのように変わってきたかといいますと、やはり、密閉化され、絨毯を敷くよ

うになり、冷暖房を使用するようになった、などが挙げられます。いずれにしても、ダニ

が非常に生育しやすい、あるいはカビが生えやすい環境に変わってきたのが大きな特徴で

す。また、化学製品が壁紙や建材などにふんだんに使われ、そのような環境で生活するこ

とでアレルギー疾患やそのほかの呼吸器疾患が増えているということも言われています。

スギ花粉症が増えた要因の一つは、戦後スギを植林したのが今まさに青年期を迎えて花を

咲かせているからですが、スギは昔からあって、例えば日光の杉並木とかが有名ですが、

江戸時代からスギ花粉症がすごかったかというとそうでもありません。やはり他の因子が

絡んでいると言われています。

このような環境要因の変化以外に、体の中の変化も大きな要因です。これは他の病気で

もいろいろ言われていますが、食生活の変化です。すなわち、卵や牛乳や肉などの摂取量

が昔に比べてはるかに増えています。今、「粗食のすすめ」などと言われるようになりまし

たが、日本人の体に合った食事というのを、もう一回見なおしてみても良いのではないで

しょうか。最近では、離乳食は５、６ヶ月から始めましょうと説明されるようになりつつ

ありますが、かつては、早ければ早いほど頭が良くなって成長もよくなるのではないかと

いうことから、日本人に合ってないような離乳食のすすめ方をしたことも、少々アレルギ

ー疾患を増やした原因ではないかと言われています。しかし、何よりもその食べ物自身の

生産方法が大きく変化しています。飼料に化学飼料を使ったり、抗生物質を使ったりした

ことがどうもアレルギー疾患を増やしているのではないかと言われています。また、食物

の保存のため、いろんな化学物質を使うようになったことも原因ではないかと言われてい

ます。

次に、感染症の減少が最近よく取り上げられています。子供の頃に、風邪をひく機会が

減ったり、寄生虫感染が減ってきたりしていますが、どうも、子供の頃たくさん感染症に



かかるとアレルギーになりにくくて、感染症が減ってくるとアレルギーにかかりやすいと

いう考え方が一方で言われています。

このように、アレルギー疾患増加の原因は、ひとつの理由ではなく、いろんな因子が絡

まって引き起こされています。ですから、アレルギー疾患を無くしていくには、その一つ

一つに対策を講じていくことが大切だろうと考えられています。
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アレルギーマーチアレルギーマーチアレルギーマーチアレルギーマーチ
アレルギーマーチ（アレルギー行進曲）という言葉は、同愛記念病院名誉副院長の馬場　実

先生が今から３０数年ほど前に考えられた言葉です。一人の患者さんの経過を診ていると、

小さいとき卵や牛乳で吐いたり下痢しやすかったり、あるいはアトピー性皮膚炎のある患

者さんが、皮膚炎がよくなった頃から風邪をひきやすくなり、何度も何度も風邪をひいて

いるうちに、反復性の気管支炎を繰り返してゼロゼロして、ぜん息になっていくことがよ

くみられたことから、この言葉が生まれました。ぜん息になった患者さんが大きくなって、

アレルギー性鼻炎を合併したりしています。また、卵や牛乳が食べられるようになる時期

から、ダニやほこりに対してアレルギー症状がでやすくなり、ぜん息様の症状がでたりし

ます。しかし、全ての症状がどんどん重くなっていくことはあまりなく、子供のアレルギ

ー症状を診ていると、２～３歳頃からアトピー性皮膚炎が良くなることが多く、交代する

ようにぜん息の症状がでてくる人が多い。また、ぜん息は治りやすくなる時期があって、

まず小学校に入る頃と次に思春期であり、昔は「中学生になれば治るよ」、というようなこ

とを言っていたのです。しかし最近は少しぜん息が治る時期が遅れ気味で、高校生くらい

になって治る患者さんがみられるようになりました。

しかし、小児ぜん息は治っていく患者さんが多いわけですが、残念ながら 20～30％ほど

は成人に移行していきます。子供のアレルギー症状を診てみると、両親からもらったアレ

ルギー素因があり、様々な要因から皮膚や気管支や鼻などに症状で出て、70～80％の人は

自然に治癒していく傾向があるわけですが、2割くらいの方は成人に移行していきます。こ

ういった考え方をアレルギーの行進曲ということで、説明する場合があります。ですから、

我々小児科医が、患者さんの成長・発達をみながらアレルギーの病気を診ていくというの

が子供のアレルギー疾患の場合には管理しやすく、ある症状がでている時だけ治療をする

のではなく、アレルギー症状の全体の流れを通して管理していくというのが小児科的な考

え方です。

ぜん息の発症と治癒ぜん息の発症と治癒ぜん息の発症と治癒ぜん息の発症と治癒
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このグラフは今から 20年前のデータです。この後良いデータがなかなか出てまいりませ

んので、ずっと我々はこのデータを使ってご説明しています。これは 20年前のデータです

から、20 年前に小学生くらいの年齢の方というのは、すなわち今のお父さんお母さんくら

いの年齢です。今のお子さん達にこのデータがそのまま当てはまるかどうかは別として、

一般的に日本の小児ぜん息の考え方は、だいたいこの図に要約されています。子供のぜん

息の多くは小学校に上がるまで、特に 1～2歳頃に発症する場合が多く、小学校に上がるく

らいから治りだし、中学生くらいまでに治る方が多くみられます。平均すると７、８年ほ

どぜん息と付き合いながら治ったという場合が多いです。高校生くらいで治っていく方も

随分います。最近の印象では、発症年齢のピークがもう少し低年齢化して、少し治る年齢

が遅れています。ですから罹病期間は以前より長くなっていますが、薬などが良くなって

おり、症状の管理はしやすくなっています。つまり、昔よりも軽いけれども、少し罹病期

間は長くなっているのが、最近の傾向です。

ぜん息死についてぜん息死についてぜん息死についてぜん息死について
ぜん息で死ぬことがあるということをお話することは、避けられないことです。これは、

我が国の戦後におけるぜん息死の推移を示したグラフです。このグラフをみても分かるよ

うに、死亡率は男の人の方が高いのです。だいたい平均すると対人口 10万あたり 5人の方

が、年間ぜん息で亡くなっています。この傾向は、30 年前からほとんど変わってないので

す。先ほど、ぜん息は管理しやすく、軽症化していると申し上げたのに、実はぜん息で亡

くなる患者さんの数はほとんど変わっていません。この対人口 10万あたり 5人というのを

人数に換算すると、年間だいたい６千人くらいです。最もよく耳にする交通事故による死

亡者数が１万人をきるような時代ですが、実はぜん息という病気で毎年６千人くらいの人

が亡くなっているのです。ぜん息で亡くなる患者さんが、最近また増えてきており、これ

がまた大きな問題となっています。

我々医療者側では、全世界的にぜん息死がなかなか減らないということから、治療をも

う一度見なおしていかなければならないという機運が高まっています。

ぜん息死
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発作が起きやすい時期、時間帯発作が起きやすい時期、時間帯発作が起きやすい時期、時間帯発作が起きやすい時期、時間帯は？は？は？は？
みなさん、もうご存知だと思うのですが、「発作は何時ごろ起きやすいか」、「発作の好発

季節はいつですか」ということですが、発作の好発季節は秋です。この時期は非常に発作

が起きやすく、9月の中旬くらいから私共の病院でも夜中に発作を起こして治療にくる患者

さんが増えましたし、入院患者さんも増えています。ですから、１年で一番発作が起きや

すい時期は秋。次が梅雨どきで、その次が春。これは一般的に言われていることで、夏と

冬は一般的に言えば安定しています。しかし、これはあくまでも多くの患者さんのデータ

を集めた結果で、個々の患者さんによって、１年中具合の悪い患者さんもいるし、冬に発

作がよく起きる患者さんもいます。秋に発作がよく起きる理由の一つは、夏に増えたダニ

が秋になって死に、その死骸が粉になって抗原として増加し、発作を引き起こす原因とな

ります。また、秋になって学校が始まると、ぜん息を起こしやすいライノウィルスの風邪

が流行ってきます。そして急に気温が下がったり、台風がきたりと環境が変わりやすくな

ります。このようなことがいろいろ組み合わさって、秋が一番発作が起きやすいというこ

とになるのです。

では、「一体何時ごろ起きやすいか？」これはご存知のとおり、やはり夜中から朝方にか

けて起こりやすくなります。そこにご家族のご苦労もあると思います。これは自律神経や

ホルモンが関係しています。夜中は副交感神経というのが優位で、昼間は交感神経が優位

ですが、これが逆さまに移行するとき発作が起こりやすいのです。体の中の副腎皮質ホル

モンが明け方から朝にかけてたくさん出てきますが、その前が起こりやすい。夜寝るとき

に舞っていたほこりが、夜中に上から落ちてきてそれを吸いこむので起こりやすい。など

いろいろなことが言われていますけれども、いずれにしても夜中から朝にかけてが起こり

やすいのです。このため、例えば症状が軽い患者さんであれば、夜だけ薬を飲んで朝方の

具合の悪いのを防いでいくとか、好発時期を知って秋だけはきちんと治療をするとか、こ

うしたこともぜん息と上手に付き合うためのポイントとして頭に入れてもいいかもしれま

せん。

ぜん息のメカニズムぜん息のメカニズムぜん息のメカニズムぜん息のメカニズム
この図はぜん息の発作の病態メカニズム を現したものです。我々医者も２０年くらい前

までは、この急性のぜん息発作に対する治療をすればよいと考えていました。すなわち、

急性のぜん息発作というのは、たとえば抗原を吸ったり、走ったりすると発作が起きるわ

けで、気管支が収縮して細くなる、痙攣（けいれん）する、それが一つの病態です。そし

て、ぜん息発作のときにはしばしば痰がからんできます。分泌物が多くなって痰が出てく

るわけですが、これも一つの病態です。また、気管支の粘膜そのものがむくんでくること

があります。この 結果、空気の通り道である気管支を細くしてしまい、空気の通りを悪く

する要因になります。それがぜん息における発作時の病態と考えられていました。このた

め、発作時の治療は気管支を拡張させるお薬を吸入したり服用したり、あるいはお水を飲

んだり咳をしたりして痰を出すことが発作時の治療と考えられていました。

発作時におけるこのような治療は今も行われていますが、現在の治療はそれだけではあ



りません。ぜん息になると普段から気管支に傷が残っている状態で過敏になっていること

が分かってきました。このため、発作予防のための治療が大事だと言われるようになって

います。

また、急性のぜん息のときには次の病態があるということを知っていただきたいと思い

ます。それは、気管支が細くなると、胸郭の動きを利用して吸うことはできますが、肺胞

に溜まった空気を出しにくくなるということです。息は吸えるけどうまく吐きだせないの

で、ゼーゼーして、しまいには肺胞がどんどん大きくなっていき肺が「過膨張」の状態に

なるのがぜん息発作の特徴です。過膨張になった肺から、自分の力で努力して空気を外に

押し出してやるのが、腹式呼吸であり、腹式呼吸が発作時になぜ大事かという理由です。

ですから、過膨張になった状態を上手に子供さんが呼吸をできるようにしてあげて、でき

るだけ吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて…ということをして、大きくなった風船を小さく

してあげることが大切です。
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ん息発病のしくみん息発病のしくみん息発病のしくみん息発病のしくみ
ぜん息は、「素因」というアレルギーになりやすい体質が先天的にあり、その体質に加え、

レルゲン、風邪、刺激物、たばこの煙など後天的な環境が加わって発病します。以前は、

ん息発作を起こしたとしても、発作がおさまると気管支の状態は元通りに戻ると考えら

てきました。しかし、この図は急性のぜん息発作を起こして細くなった気管支を輪切り

したものですが、発作の無い状態のときも、ひとたび大きな発作を起こすと、この中の

膜がぼろぼろになって傷だらけになってしまいます。皮膚でも怪我をするとかさぶたが

きて、それが取れて元通りになるのに時間がかかるし、やけどの時も元通りの皮膚にも

るには時間がかかります。ましてやひどいやけどになりますと、瘢痕化してそのまま傷
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がずっと残ってしまいます。まさにぜん息の場合も同じなのです。重い発作を繰り返せば

繰り返すほど、気管支の中の粘膜に、傷ができてなかなか治りづらい状態ができてしまう

ということが分かってきました。我々は、「慢性的に炎症がある」と言っていますが、ぜん

息に対する治療は、この炎症を抑えることが大切であり、発作を予防する

ために薬物療法することが今の治療の一般的な考え方なのです。

ですから、今日一番覚えていただきたいのは、急性のぜん息発作というのは、すぐとっ

てあげないと苦しくて大変ですが、そのときの治療だけではなくて、その子の重症度によ

って慢性的な炎症がかなり残っている場合もありますので、続けて発作が起きないように

発作予防の治療をすることが大事ということです。



ぜん息発作の原因ぜん息発作の原因ぜん息発作の原因ぜん息発作の原因
ぜん息発作の原因は、昔は大気汚染と言われていましたけど、最近では室内環境汚染が問

題となっています。ダニ、埃、かび、室内ペット―犬、猫、小鳥、ハムスターなどです。

こういったものが集まってハウスダストといわれ、家の中の埃のアレルゲンが完成される

わけです。他にもタバコの煙も原因のひとつです。子供のぜん息の場合には運動によって

誘発される場合も多くみられます。また、天候の変化、お母さんに叱られたときや友達と

うまくいかないときにも発作が起きることがありますし、感染症がきっかけで発作を起こ

すこともあります。

このように、ぜん息発作を引き起こす原因は沢山あります。逆にいうと「原因のない発

作はない」と考えてください。つまり、原因のない発作はないわけですから、発作が出た

ときには原因を必ず考え、次回から対策できるものは対策することが大切です。花火で必

ず発作を起こすのであれば風下に行かないとか、花火をする回数を減らすとかいうことも

必要になってきますし、運動すると発作が起きるのであれば、それに対して上手な付き合

い方をしていくことが大切です。
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ぜん息の悪化因子としてのぜん息の悪化因子としてのぜん息の悪化因子としてのぜん息の悪化因子としての感染症感染症感染症感染症
我々医者の立場で「これに罹ると発作を起こしやすいんだ」というもの代表選手に、３

つのウィルス（RS ウィルス、ライノ、インフルエンザ）、３つの細菌（マイコプラズマ、

クラジミア、百日咳）が挙げられます。これらのウィルスや細菌は、発症因子および悪化

因子の代表というわけです。

RSウィルスは冬に罹りやすく、1歳以下の小さい患者さんに罹ることが多く、代表的な

呼吸器感染を引き起こすウィルスです。

そして、9月になると、ライノウィルスが流行します。本来は 7月 8月に流行るウィルス

ですが、学校が休みなので 9 月になると流行してきます。少し大きい子供さんのぜん息発

作を引き起こすウィルスです。

また、マイコプラズマは、昔はオリンピックの年に、4年ごとに流行るなんて言われまし

たが、最近はほとんど毎年のように流行っています。学童に多いのですが、最近では小さ

いお子さんにもいます。

普通の子供さんであれば、風邪ですんでしまったり、軽い肺炎ですむところが、ぜん息

を持っているお子さんですと非常に大きな発作を起こしたり、しつこく長引きやすいので

す。普段の風邪だと 3、4日もすればぜん息も良くなるのだけど、今回は 1ヶ月もぐずぐず

して調子が悪いんです…というのは、こういったことが原因となっている場合があります。

ぜん息治療の原則ぜん息治療の原則ぜん息治療の原則ぜん息治療の原則
ぜん息治療の考え方は、わかっている原因があるのならそれをできるだけ取り除くことで

す。この原因を普段から減らす工夫をすることで、発作を未然に防ぐこともできますし、

体を鍛えたり、心を鍛えたりすることで、発作を起こすことが予防できます。ぜん息の三

本柱の一つは、薬による治療です。特に最近は、発作の予防と発作時の治療と二つ大きく

分けて考えられており、発作時の治療も大事なのですが、むしろ更に大事なのは予防であ

り、発作予防の治療は、慢性の炎症を抑えるということが主眼になってきております。
10
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環境整備とは？環境整備とは？環境整備とは？環境整備とは？
室内環境整備は、「発作の原因となる元を断つ」ということでとても大切です。大変だと

は思いますが、家のお掃除が大変重要です。但し、あまり過敏になってノイローゼになら

ない程度にしてください。「長い病気なので無理なくやっていく」ことが大事です。

アレルゲンというのは何でもアレルゲンになる可能性があると思っていただいて結構で

す。ですから、薬によってぜん息発作を起こす可能性のある場合がたくさんあります。お

母さんたちの観察というのは、薬が合う合わないというのを見破ることにもなります。鎮

痛解熱剤で代表的なものにアスピリンという薬がありますが、アスピリンぜん息という言

葉もあります。大人のぜん息患者で言えば 15～20％が、そういった鎮痛解熱剤によってぜ

ん息発作を起こす患者さんです。子供では非常に少ないのですが全く無いわけではありま

せん。アスピリンぜん息というとアスピリンだけが悪いように聞こえますが、アスピリン

以外の鎮痛解熱剤でもぜん息が起こります。小児科で使う鎮痛解熱剤は、多くはアンヒバ

座薬、ピリナジン、アセトアミノフェンなどですが、比較的ぜん息発作は起こしにくい薬

剤でインフルエンザなどにも安全に使えます。しかし、塩化リゾチームという痰を切りや

すくするお薬がありますが、卵白から作っているために卵アレルギーの子は使うとあぶな

いとか、タンナルビンという牛乳カゼインから作っている下痢の時に使う薬がありますが、

牛乳から作っていますので牛乳アレルギーの人は使えないとか、そういうこともあります。

また、虫歯の治療をして合金を入れただけでずっと調子が悪くなるような金属アレルギ

ーの方もいます。一般的に知られているようなアレルゲンだけではなくても、急に悪くな

ったらその原因を考えていく必要があるでしょう。

室内環境室内環境室内環境室内環境整備の方法整備の方法整備の方法整備の方法
これはもう良く知られていることですが、カーテンが良くないとか、絨毯が良くないと

か、そば殻枕が良くないとか、布製のソファーがだめだとか、暖房機は考えてくださいと

か、ぬいぐるみは良くないとか、いろんな原因を考えて、悪いと思われることは止めるよ

うにしましょう！また、フローリングにしたり、布団よりもベッドの方が良いわけで、何

でも良いと思われることは、無理なくできる範囲でやってください。

今、アニメのハムスターが本当に流行っていますが、テレビで観るだけだったらいいの

ですが、ハムスターブームで、お友達が飼っていてかわいいから欲しくなって、いつのま

にか飼ってしまう…ということがよくあります。半年くらい飼っているとアレルギーにな

ることがよくありますが、室内動物がいると、家の中のダニ、埃も増えます。「テレビで見

るだけにしましょう！」とお子さんに教えていただきたいと思います。それから、タバコ

ですが、これはいろんな病気の元になるのですが、特に、子供さんが小さいときの受動喫

煙は、ぜん息発症率を高くしているといわれています。子供さんがぜん息の場合、直接子

供さんに煙が行かないよう、家の中では吸わないことを基本にしてください。



規則正しい生活と心身を鍛えること規則正しい生活と心身を鍛えること規則正しい生活と心身を鍛えること規則正しい生活と心身を鍛えること
一般的で、もう当たり前のことですが、規則正しい生活をすることを心がけてください。

食生活について、卵アレルギーや牛乳アレルギーがある方もいると思いますが、基本的に

は偏らない食生活がよく、厚生労働省は１日３０品目といってますけど、ぜん息やアトピ

ー性皮膚炎があろうとなかろうと全ての子供は、バランスのとれた食事をすることが大切

です。特に、油脂のとり過ぎに気をつけることが、その後の成人病の予防にもつながりま

す。

運動誘発による発作を起すため、運動嫌いな子供さんも時々みられますが、運動するこ

とは、ぜん息予防につながりますし、適度に体を鍛えることは大事です。日本の古典的な

乾布摩擦、水かぶり、薄着の励行は、風邪をひきにくくしますし、皮膚を鍛えることは自

律神経の鍛錬にもなります。また音楽療法は、発作時の呼吸筋を鍛えることにつながりま

すし、腹式呼吸の習得にもなります。

腹腹腹腹式呼吸法を身につけよう式呼吸法を身につけよう式呼吸法を身につけよう式呼吸法を身につけよう
呼吸は吸うのと吐くのではどちらが大事なのでしょうか。大抵は、吸って、吐いて、吸

って、吐いてというように吸うほうが主体のように思われますが、呼吸という字の如く、

吐いてから吸うのが生理学的に正しいといわれています。腹式呼吸の練習をするときは、

口を窄めて、「吐いて、吐いて、吐いて、……。」ぐらい長く、最後まで吐くと、どうして

も後は、吸うことしかできません。吐いて、吐いて、吐くことを毎日練習して腹式呼吸を

習得すると、いざ発作が起きたときに、この腹式呼吸によって過膨張になった肺をへこま

せることができます。また、呼吸筋を鍛える方法として、のばし歌なども有効です。ピッ

チパイプを使って出来るだけ長く息を吐かせることは、呼吸筋を鍛えます。なかなか毎日

行うのは大変ですが、なるべく長く続けていただけたらと思います。
12



乾布摩擦で皮膚を乾布摩擦で皮膚を乾布摩擦で皮膚を乾布摩擦で皮膚を鍛え、自律神経を鍛えましょう！鍛え、自律神経を鍛えましょう！鍛え、自律神経を鍛えましょう！鍛え、自律神経を鍛えましょう！
乾布摩擦は毎日行うだけで、自律神経が鍛えられ、風邪をひきにくい体をつくることが

できます。お金もかからないですし、非常に安上がりな方法ですので、乾布摩擦はぜひ続

けて下さい。アトピー性皮膚炎の患者さんは、お風呂に入ったときに冷水をかぶり、冷水

をかぶったあとにまたお風呂に入る水かぶりが有効です。
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動誘発動誘発動誘発動誘発性性性性ぜん息ぜん息ぜん息ぜん息発作発作発作発作ととととは？は？は？は？
運動をするとぜん息を起こすことがあります。５～6分間運動をすると発作が起きたりし

す。マラソンみたいなフリーランニングが一番起こりやすく、逆に、水泳、空手、剣道

どが起こしにくい。子供の場合、心拍数が 1分間に 150～160以上に上がるような強い運

を 5～6分以上続けるとぜん息発作が起きることがあります。ここで大事なのは、相当重

ぜん息発作を起こした場合に、運動が終わって 5分～15分くらいまで苦しい状態が続き、

時間位経つと一見治まったようにみえますが、また 6～10時間くらい経つと最初よりさら

ひどい発作を起こすことがあります。「今日は運動会で１等賞で良かったね」といって晩

飯を食べて、夜寝ているときに、発作を起こして、病院に来て、そのまま入院してしま

なんていうことがあります。こういう二層性の運動誘発性ぜん息を起こす患者さんは、

発型の発作（6～10時間後に起こる発作）を軽く済ませるよう努力することが大切です。

初の発作を起こしても、すぐに治まってもう戻ってしまうくらいの人はいいんですが、

発型の発作が起きやすい人は非常に注意深くする必要があります。一般的にぜん息が重

患者さんはこのような運動誘発性ぜん息を起こしやすいのです。逆に、この運動誘発性

ん息がある患者さんは、中等症以上で、運動誘発ぜん息を予防するための治療が必要な

者さんと言われています。運動誘発性ぜん息はあるのだけれども、運動誘発ぜん息の予

はしていないという方がもしいたとしたら、もしかしたら治療不足と判断してよいかも

れません。

動誘発ぜん息の予防動誘発ぜん息の予防動誘発ぜん息の予防動誘発ぜん息の予防
運動誘発性ぜん息を予防するためには次のようなことが挙げられます。体を温めたほう

いいとか休み休みトレーニングした方がいいとかいうことですが、冷たく乾いた空気ほ
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ど運動誘発性ぜん息を起こしやすいので、冬のマラソンなどは一番起こしやすいのです。

だからマラソンするときはマスクをした方がいいと言うのですが、マスクをしながら走る

というのは理論的には正しいのですが、なかなかしづらいことです。実際は十分ウォーミ

ングアップしたり、予防薬を使ったりして対処することができます。運動誘発性ぜん息発

作が起こるから運動をやらない人がいますが、そうではなく適度な運動をし、運動誘発性

ぜん息を起こさない程度の運動を続けることが、運動誘発ぜん息に対するトレーニング効

果として有効です。ぜん息治療のひとつに運動療法というのがあります。練馬区でも実施

していますが、水泳は発作を起こしにくい運動です。しかし発作さえ起こさなければ、お

子さんの好きな運動、サッカーでもなんでもやってもいい。そう思ってください。

学校生活におけるパートナーシップ学校生活におけるパートナーシップ学校生活におけるパートナーシップ学校生活におけるパートナーシップ
ぜん息だからといって原則、特別扱いする必要はありません。よほど重い患者さんは別

ですけどね。少し軽い発作が起きているとき、本人が学校に行けると言うのであれば行か

せてあげてもかまいません。担任の先生や養護の先生とは日頃から連絡を取って、軽い発

作があるときは、保護者の方からその子の発作のパターンとか治療の内容などについて連

絡を取ってあげてください。逆にいえば、連絡を密にしておくことで、特別な行事への参

加はほとんどのケースで問題ありません 。よほどその時の発作がひどく参加できないとい

うことを除けば。以前は、ぜん息という病名があるだけでこの行事に参加してはいけない

とか、時々そういう 昔の考え方をそのまま持っている担任の先生もいらっしゃいますが、

一般的には 何も問題はありません。もし、学校側でだめだということになれば、主治医の

先生と連絡を取って、もう一度学校に連絡を取る必要があるかもしれません。

ほとんどの予防接種は問題ありませんが、ごく一部の人に、アレルギーがあってだめな

場合があるかもしれませんので、主治医とご相談下さい。

ぜん息発作が起きた時ぜん息発作が起きた時ぜん息発作が起きた時ぜん息発作が起きた時（（（（発作の程度の見極め方発作の程度の見極め方発作の程度の見極め方発作の程度の見極め方））））
ぜん息の治療には、急性の発作時の治療と予防の治療との２つがあります。まず、急性期

の治療ですが、ご家族が子供さんの状態ををみて、発作の強さだけでなく、発作が起きた

時期、発作の頻度、発作前の状態から判断してください。発作が起きたとき、この発作の

程度の表を確認し、自宅で治療が可能なのか、病院に行くべきか見極めてください。そし

て、その発作はいつから起きたか。30 分前から起きた、1 時間前から起きた、そういう発

作は治りが早いかもしれませんが、昨日の夜中から 24時間以上経っているなんていう場合

には、ちょっとしたことでは治らないかもしれません。次に発作の頻度です。「小さい発作

だけど、今週になって、もう 3 回目です」といったように 1 週間のうちに何回起きたのか

確認してください。その頻度が多ければ、治療の強さが小発作であっても、小発作の治療

ではなく、中発作位のつもりで、少し治療を強化しなければならないこともあります。そ



して、これはご家族にしか分からないことかもしれませんが、発作が起きるときのパター

ンを推測してください。例えば、「鼻水が出始めたら発作が起きて必ず点滴を受けていると

か入院している」といったように、この前発作が起きたときはどうだったのかパターンを

見極めて判断していくことが次の発作の予防につながります。

我々がぜん息発作を分類するときに、日本小児アレルギー学会が分類している小発作、中

発作、大発作という発作の程度に加え、大発作の中でもさらに重い発作を重積発作として

分類しています。皆様は、小さい、中くらい、大きいと覚えてください。病院に来られて

「ゼイゼイなんですけど、発作はありません」と説明される方がいますが、今ではゼイゼ

イがあれば小発作です。

小発作と大発作との区別はつくと思いますが、判断しづらいのは中発作だと思います。

「夜咳き込んで２～３回ほど目を覚ます」という状態は、実は中発作なのです。結構、こ

れを小発作としてしまう場合があります。しかし、これは中発作であり、我々としてはも

う少し治療を強化すべきと考えます。「普段おしゃべりで仕方のない子がむっつりとなっ

てしまう」、「いつもよく食べる子の食欲が減る」という状態も中発作の判断材料になりま

す。
15

発作時の対応はどうしますか？発作時の対応はどうしますか？発作時の対応はどうしますか？発作時の対応はどうしますか？
発作が起きたときは、まず慌てないことです。そして、発作の程度を見極めてください。

小発作なのか、それ以上の治療が必要な中発作なのか、まず判断していただきたいと思い

ます。小さな発作であれば少し休ませて、水を飲ませてあげてください。水を飲ませると

脱水症状になることなく痰が切れやすくなります。そして、外の新鮮な空気を吸うと良い

でしょう。こういったことをしても治まらないようであれば、お医者さんの指示どおり発

作が起きた時のための薬を吸入したり服用したりしましょう。しかし、中発作で、ここま

でやってもだめな場合は病院に連絡をして治療を受けることを勧めます。平成 13年の 6月



に練馬区役所の庁舎の隣に、練馬区夜間こどもクリニックができて、日曜日、祝日及び平

日の準夜間は小児科の専門の先生が担当するようになりました。日大光ヶ丘病院とあわせ

て利用していただければよろしいかと思います。そして大きな発作はもう、病院に行くと

いうことですね。救急車を使うかどうかは病状によります。
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んな薬物療法がありますか？んな薬物療法がありますか？んな薬物療法がありますか？んな薬物療法がありますか？
一般的な薬物療法のお話をしますと、質問で多いのが副作用についてです。ぜん息の薬

限らず全ての薬で副作用のない薬はないということをあえて申し上げます。しかし、ぜ

息は慢性の病気ですので、特に成長・発達の段階にある子供に対し、長期間使用するこ

が多いのですが、副作用が少ない薬は、たくさんあります。常に副作用を頭の中に入れ

がら、副作用が出ないように、長期間使用しながら治していくのがぜん息の薬物療法で

基本的な考え方です。例えば、ちょうどぜん息のメカニズムのところで、気管支が収縮

気管支痙攣）というお話をしたのですが、いわゆる痙攣の病気、脳波の乱れによって起

る痙攣の病気「てんかん」がそうですが、てんかんの治療は、副作用がぜん息の薬より

ずっと多いけれども、3年、5年と飲むことになります。ぜん息という病気は気管支の痙

ですが、治療の考え方としては似たようなもので、たとえ発作が無くても気管支の痙攣



が無くても、長期間使いながら治していくのだとご理解ください。

今日のぜん息治療の考え方は、まず先程説明した発作時の薬のグループがあります。発

作時は主に気管支を拡げる薬を吸入したり点滴したり、あるいは口から飲んだりします。

あるいは痰を切りやすくするような薬も有効かもしれません。

次に予防の薬のグループです。欧米では、ぜん息が慢性の炎症だということが分かって

きて以来、炎症を抑える薬を中心に治療するようになり、欧米では吸入のステロイド薬（飲

んだり、注射したりするステロイドホルモンではなく）が副作用も少なくて値段的にも安

く、欧米ではこれが一番使用されています。我が国の小児科でもだんだん使われるように

なってきました。しかし我が国で一般的に行われているインタールの吸入に気管支拡張薬

であるベネトリン、メプチンを加えた吸入療法は、この吸入ステロイドと同じくらいの効

果があるということが証明されています。このため、日本の小児科では、インタール＋（プ

ラス）、ベネトリンまたはメプチンを中心とした吸入療法が行われています。また、アレル

ギー反応を抑えるような薬として、抗アレルギー薬といわれる薬があります。最近では病

態に合わせてロイコトリエン拮抗薬という抗アレルギー薬の中でも別の機序の薬が多く使

われるようになってまいりました。

我が国では、テオフィリンという気管支拡張剤がよく使われています。欧米ではあまり

使われなかったのですが、最近この薬も炎症を抑える効果があるということで、使われる

ようになりました。また、気管支拡張剤としてホクナリンという薬があり、飲む薬もある

のですが、最近は貼付剤もでています。こういった薬も予防薬として使われるようになり

ました。
17

ぜん息ぜん息ぜん息ぜん息治療治療治療治療の考え方との考え方との考え方との考え方とぜん息の重症度ぜん息の重症度ぜん息の重症度ぜん息の重症度
薬のお話をする前に、ぜん息の重症度をどう判断しているかと言いますと、例えば中発

作（夜中に目が覚めるような発作）が 1 ヶ月に数回かあれば、それは重症と判別します。

このように、ぜん息重症度を分類し、重症度に応じて治療の計画を変えますので、重症度



の判断というのが重要になります。

日本小児アレルギー学会では「小児喘息の長期管理に関する薬物療法プラン」を出して

いますが、必ずしも、このようにきっちり階段状に分けられるわけではありません。しか

し、治療にあたって、その子の重症度を見極め、時々しか発作が起こらない軽症の人は、

その時だけ治療すればいい、頻繁に発作が起こるようになったら予防の治療をし、それで

もうまくいかなかったら次の段階にいくというように、階段を上がって（「ステップアップ」

という言葉を使います）いくというのが治療の考え方です。私の場合はどちらかというと、

強めの治療をして状態を良くしてから、治療を下げていく「ステップダウン」をすること

が多いです。最近はステップアップするよりも、ステップダウンする方が、早くよくなる

と言われていまして、治療の考え方も、5年、10年のうちに変わるかもしれません。
18



薬物療法薬物療法薬物療法薬物療法：吸入ステロイド：吸入ステロイド：吸入ステロイド：吸入ステロイド
欧米ではよく使われており、我が国でも小児ぜん息の治療で中等症以上の患者さんに使

われてきているのが、この吸入ステロイドホルモンです。従来はハンドネブライザー型の

ものしかなかったのですが、小児の場合 でも、このフルタイドという粉末状の吸入ステロ

イドが認可されるようになっています。欧米ではさらにモーターを使った吸入器で液体を

吸入するような吸入ステロイドが販売されています。これらはいずれも、発作予防の治療

薬のひとつです。ただ、子供の場合はエアゾル状や粉末状の場合、上手にタイミング良く

吸えないことがあります。このため、エアゾル状の場合にはスペーサーという補助具があ

り、このビニール袋の中に薬を一旦噴霧し、それを吸うのです。お子さんやお年寄りなど

タイミング良く吸えない方には適しています。
19



薬物療法薬物療法薬物療法薬物療法：抗アレルギー薬：抗アレルギー薬：抗アレルギー薬：抗アレルギー薬
抗アレルギー薬の作用部位
これは医者用の図ですが、ダニ・埃などの抗原がくっつくと化学反応を起こして気管を

細くするというようなことが分かり、この機序に対してはこの薬、この機序に対してはこ

の薬というように、病態が分かればそれに対応した薬を使用するようになりました。今は

アレルギーになりやすい体質を抑えるような物質、好酸球という白血球の仲間や免疫グロ

ブリンＥというようなアレルギーの体質をみる物質がありますが、そういった物質を

抑えるようなものも発売されるようになりました。このように機序がわかってきて、それ

に対してひとつずつ丁寧に薬が使われるようになってきました。

最近、ロイコトリエン（LT）拮抗薬がこの機序をブロックすることができ、他の薬より

も理論的には一層いいかもしれないということから、だんだんロイコトリエン拮抗薬が使

われるようになってきました。いずれにしても、慢性の炎症の状態を取り除くことが治療

の主体となり、直接この慢性の炎症を取る方法として吸入ステロイドが使われるようにな

ったということをご理解していただければよいと思います。
20



薬物療法薬物療法薬物療法薬物療法：気管支拡張剤：気管支拡張剤：気管支拡張剤：気管支拡張剤（キサンチン製剤）（キサンチン製剤）（キサンチン製剤）（キサンチン製剤）
次に、気管支拡張剤です。まず、テオドールやネオフィリンなどは、もとは強心利尿剤、

心臓病の薬だったのです。このため、どちらかというとドキドキしたり、あるいは頻尿に

なったりといった副作用があるのです。また、カフェインの仲間なので、当然カフェイン

には興奮作用がありますが、頭痛がしたり、夜眠れなくなったりといった副作用がでる可

能性があります。多く飲みすぎて中毒量になると痙攣を起こすことがあり、注意が必要な

ときもあります。また、この前新聞で胃潰瘍で亡くなった患者さんのことが出ていました。

一般的に子供では胃潰瘍になるまでの例はないといってもいいと思いますが、胃が痛くな

る患者さんはいます。特に女の子は思春期になると副作用が出やすいようです。薬には副

作用がありますが、何年飲んでも大丈夫なことの方が多く、副作用が出ないように注意深

く使うことが大切です。この薬は欧米では一旦あまり使われなくなったのですが、最近ま

た使われるようになり、日本では一貫して使っていますが、以前よりも飲む量を減らしな

がら長期に使うことが多くなってきています。

これは飲み薬のキサンチン製剤です。これは、ゆっくり溶けて長く効くタイプで、一日 2

回飲んで一定の血中濃度を保つことで効いてくるのです。悪いときだけちょっと飲んでも

効果は短いし、特に朝方の発作を抑えるためには夜に飲まないと効いてきません。しかし、

一般的には毎日続けることで発作を予防する薬なのです。発作時の治療用として点滴もあ

り、点滴では早く血中濃度を上げて効かせ発作を抑えます。
21

薬物療法薬物療法薬物療法薬物療法：気管支拡張剤：気管支拡張剤：気管支拡張剤：気管支拡張剤（β（β（β（β2222刺激薬）刺激薬）刺激薬）刺激薬）
もう一つ、気管支拡張剤として交感神経を刺激する薬があります。交感神経はα作用と

β作用とあり、β作用は更に１と２に分かれています。気管支を拡げるための作用はβ2 で

あり、β2だけを選択するように作製されていますが、β1も刺激してしまう薬が多いので、

心臓がドキドキしたりすることもありますし、気管支が拡がるのと同じように手の振戦が

でてしまうこともあります。それともう一つ、この薬はインタールや吸入ステロイドなど

と一緒に使った場合はあまりみられませんが、長く使っていくと効きが悪くなることがあ



りますので、必要の無いときは使用しないほうがいい場合もあります。
これは吸入型の液体ですが、こういう薬をインタールという予防薬と一緒に毎日吸入す

ることが、我が国では非常に効果が高い治療と言われています。

家庭内定期吸入療法家庭内定期吸入療法家庭内定期吸入療法家庭内定期吸入療法
22

家庭でもこのような吸入器を購入して予防薬を吸入したり、発作時にはβ刺激薬を入れて

吸入することもあります。このような吸入器を用いて吸入する場合は、主治医の先生に指

導された方法を守って行ってください。家庭内吸入の一つの欠点は、がんばりすぎてしま

うお母さんがいらっしゃることですね。家での治療の限界というものも知っていただき、

発作時に一度吸入して、２～３時間以内にまた悪くなるようであれば、病院にかかる

ようにして下さいと指導しています。このような吸入器は、むしろ家で治療するためでは

なくて、予防のために使うようにして下さい。



これはハンディネブライザー型の吸入器ですが、使用している薬はベロテック、サルタノ

ールやメプチンなどです。この薬は上手に使えば生活の質も上がるのですが、誤った使い方

をしやすいのが問題です。時にはぜん息の死亡に関連することがあります。「1 回２吸入で

一日 3回までですよ」と言われても、

発作で苦しいため短期間に何回も使用してしまったり、空の容器のものを使っていたり、と

いうことがあります。最近分かってきたのは、このお薬だけで治療すると、むしろぜん息が

悪くなるということです。気管の中の慢性的な炎症はむしろ、この薬によって増悪するので

す。このため、炎症をとる薬と必ず併用しなければなりません。もし週に２、3回この薬を

使うとしたら、それは予防の治療が足りないと最近は考えられるようになりました。
5555歳～歳～歳～歳～34343434歳までのぜん息死歳までのぜん息死歳までのぜん息死歳までのぜん息死
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5歳～43歳までのぜん息死



これは全年齢のぜん息死の統計から、5 歳～34 歳までの統計を抽出したものです。一旦

ぜん息死が減少したにも関わらず、1980年位からは特に男の人のぜん息による死亡率がど

んどん増えていきました。これは、ハンディ型の吸入器の使いすぎとも関係あると言われて

います。ここ 5 年ぜん息死が減ってきたのは、治療が改善されただけではなく、吸入器の

使いすぎが減ったのも一因と言われています。

定量噴霧定量噴霧定量噴霧定量噴霧吸入吸入吸入吸入器の使い方器の使い方器の使い方器の使い方
ポケットネブライザーというくらいで、本日はポケットにあえて入れてきました。使い

方は、①キャップを取って振る、②マウスピースを軽くくわえて、吐いて吐いて吐いて吐

いて吸うときに、ゆっくり吸う。③5秒間息ごらえをする（気管支に吸着する）。

しかし、これがちゃんとできる子供はいかに少ないかということはお分かりかと思いま

す。正しくやっている人はそんなにいないのですね。薬は良くても使い方を間違ってはい

けないし、薬も使いすぎてもいけません。
気管支拡張剤の貼付薬気管支拡張剤の貼付薬気管支拡張剤の貼付薬気管支拡張剤の貼付薬
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これは気管支拡張剤の貼り薬です。たしかに寝ている子も起こさず使えるという利点もあ

りますし、薬嫌いな子、飲めない子にも使いやすいです。しかし、かぶれたり、汗で剥れ

たりすることもあります。救急外来で、2枚貼ってあるのをみるとドキッとしますが、お母

さんは 1枚は昨日の分と言い訳をします。安易に使いすぎるのが欠点でしょうか。

キチンと薬をのもうキチンと薬をのもうキチンと薬をのもうキチンと薬をのもう
要は「薬はちゃんと飲まないとだめです！」ということです。これはぜん息に限らず、

他の病気でも同じです。よくならないと、医者はどんどん薬を重ねるくせがあります。あ

る患者さんでぜん息発作が多く、一年くらい学校が併設している病院に入院していました。

退院したら、またどんどん状態が悪くなり入院してしまう。それを何度も繰り返した結果、

入院するたびに１種類づつ薬が増えてしまう。12 回目の入院の時、私が担当しました。そ

の時、「ちゃんと薬を飲んでいないのでは？」という話をして、6種類も 7種類も飲んだり

吸入したりしていた薬を「吸入 1 種類と薬 1 種類で一日２回にしましょう！」というよう

に、薬の種類を減らし、回数も減らしました。そのかわり、「この薬だけははちゃん飲んだ

り、吸入したりしてくれよ！」という約束をしました。その結果、入院回数も減ったので

す。肺の機能もどんどん良くなり、お薬も、長期管理薬物療法プランでは一つ階段を降り

ることができました。今は 23、4歳になって、1種類だけ薬を使っていますが、もう止めて

もいいくらいです。本人が精神的にも安定するというので使っていますが、ほぼ治ってい

ます。最初に診たのは 14歳で、今（22、23歳）では治ったわけで、ここで一番言いたい

のは、きちんと飲めば少ない薬でも治るということです。医者の特徴として、良くならな

いと薬をたくさん出し、その結果ますます患者さんは飲まなくなるということがあるので、

きちんと服薬回数を守っていくことが大事です。

ぜん息と上手につきあおう！ぜん息と上手につきあおう！ぜん息と上手につきあおう！ぜん息と上手につきあおう！（（（（ぜん息ぜん息ぜん息ぜん息日記日記日記日記とピークフローメータとピークフローメータとピークフローメータとピークフローメータ））））
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「ぜん息日記をつけましょう」、「ピークフローメータを使いましょう」、これはよく言わ

れていることですが、どうも私の印象ではこれをきちんと守っているということは、薬も

ちゃんと飲んでいるということだと思います。この場合、やはり治りがいいのです。です

から、ぜひぜん息日記はつけてもらいたいと思います。



これは、ピークフローメータです。正しい吹き方を学ぶことが大事です。子供で多いのは

先っぽをくわえて、ふっと吹き矢みたいに吹いて、数値が高ければいいと思いこんでしま

う。正しく吹いて、正しい数値を測定し、正しく評価するのが大事なのです。子供の場合、

深めにくわえるのがいいと思います。座ってやる人がいますが、立って吹いてください。3

回吹いて、一番いい数値をとります。ピークフローメータは簡易肺機能検査で、測定した

数値をみることでぜん息の状態を把握することができます。
26

ピークフローメータの結果をぜん息日記に数字で書きこんだり、グラフを書いてもいい

のです。グラフですと平らになるのがいい状態です。この患者さんの状態は、朝低くて、

昼良くて、朝低くて…の繰り返しで、こういうのを「朝の谷」って呼んでいますが、こう

いう状態のときは、まだ本当には安定していません。いつも平らになってくるのがいい状

態です。数字で分かりますし、今では世界中で使われています。



最後に最後に最後に最後に
子供のぜん息は、8割ぐらいは治りますし、治らなくても軽く済ませることはできるわけ

です。軽い患者さんであれば、9割以上治ります。ぜん息の治療目標をよく確認していただ

き、どうか長患いの病気ですが、ぜん息と上手に付き合って、治るように努力していただき

いと思います。
た
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