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1　日本アレルギー友の会 50周年記念誌

日本アレルギー友の会50年のあゆみ
―アレルギー疾患患者の未来を築く―

認定NPO法人
日本アレルギー友の会

理事長

武 川 篤 之

　認定 NPO 法人日本アレルギー友の会（以下友の会と略）は、2019年に創立50周年を迎え、

この度、記念事業の一つとして『日本アレルギー友の会50年のあゆみ』を発行いたしました。

友の会は、1969年東京都墨田区にある同愛記念病院のアレルギー病棟に入院をしていた、ぜ

ん息患者たちによって発足しました。当時はぜん息治療は確立されておらず、入・退院を繰り

返す患者も少なくありませんでした。患者同士がさまざまな悩みを共有、医療者とのコミュニ

ケーションを介して医学知識を学ぶ場として活動が始まりました。

　そして今日まで多くの悩めるぜん息患者、アトピー性皮膚炎患者およびその家族に寄り添い・

支える活動を行うと共に、良くなるための最新の正しいアレルギー疾患の知識と医療情報およ

びエビデンスのある標準治療の普及啓発活動、専門医の紹介等を粛々と行ってまいりました。

この間特筆すべきは、ぜん息治療が、発作が起きてからの治療でなく、発作を起こさない治療

に代わったことです。吸入ステロイド薬と治療ガイドラインの登場です。厚生労働省、日本ア

レルギー学会、日本アレルギー協会等の関係学術機関、医療関係者、製薬企業等の皆さまのご

尽力のお蔭と感謝いたしております。

　2015年には、今なお増え続けるアレルギー疾患は国民病とされアレルギー疾患対策基本法

が施行され、同法の下で設置されたアレルギー疾患対策推進協議会では、基本指針作成に向け

委員として参加し、医療提供体制、情報提供体制等へ患者の声を反映させるべく多大な努力を

し、大きな成果をあげることができました。

　今後は、上記基本指針に依拠した「アレルギー疾患患者の未来を築く〜患者・医療・社会の

三つを結ぶ強い絆〜」の関係性を地域に深化させ、アレルギー疾患患者が充実した、幸福で尊

厳のある生き方ができる社会の実現を目指す新たな友の会の活動の礎を築いて参りたく存じま

す。友の会は、引き続きアレルギー疾患で悩む方々に寄り添い支えながら、日本全国どこに住

んで居ても質のよい医療が受けられ、治療だけでは解決できない、病気による差別や偏見をな

くすこと、就労支援にかかる社会課題の解決に向けて、今後も活動してまいります。

2020年　３月

はじめに
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創立50周年記念式典・講演会
　2019年10月27日に創立50周年記念式典・講演会「アレルギー疾患患者の未来を築く～患者・医療・社会の
三つを結ぶ強い絆～」を開催しました。当日は喘息やアトピー性皮膚炎、食物アレルギーの患者の他、顧問の先
生方などの医療関係者、行政や企業の担当者など様々な方にお越しいただき、まさに患者・医療・社会を結ぶと
いうテーマにふさわしい会となりました。

トークセッション

レセプションルームでの懇親会

当日のボランティアスタッフ

武川理事長挨拶 来賓挨拶
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　日本アレルギー友の会50周年記念式典が開

催されるに当たり、多大な労をとられました認

定 NPO 法人日本アレルギー友の会の皆様方に

深く敬意を表します。また、長年にわたりアレ

ルギー疾患患者への支援を通じて、アレルギー

疾患対策の推進に大いに貢献され、節目となる

50周年を迎えられたことに、心からお祝い申

し上げます。

　我が国においては、乳幼児から高齢者まで、

国民の約2人に1人が何らかのアレルギー疾患

を有していると言われています。また、アレル

ギー疾患は、増悪や軽快などを定期的に繰り返

し、症状の悪化や治療により、休学、休職を余

儀なくされるなど、長期にわたり生活の質を著

しく損なうことがあるほか、アナフィラキシー

ショックなどにより生命に危険を及ぼすこと

もあり、国民の生活にとって極めて重大な問題

です。

　このような状況を踏まえ、アレルギー疾患対

策のより一層の推進を図るため、厚生労働省で

は、平成29年3月に告示されたアレルギー疾患

対策の推進に関する基本的な指針に基づき、ア

レルギー疾患に関する正しい情報の普及啓発、

医療提供体制の整備、病態解明や根治療法の開

発に資する研究などのアレルギー疾患対策を進

めており、本年1月には、免疫アレルギー疾患

研究10カ年戦略を策定し、一層の研究推進に

取り組んでいるところです。

　これらの施策をより一層前に進め、アレル

ギー疾患を有する方が安心して生活できる社会

を構築するためには、患者の方々に寄り添った

活動を実践されている日本アレルギー友の会の

皆様を初めとする関係各位のご協力が必要不可

欠です。お集まりの皆様方におかれましては、

今後ともご協力をお願い申し上げます。

　最後に、本日お集まりの皆様方の今後ますま

すのご活躍とご健勝、また日本アレルギー友の

会のさらなるご発展を祈念して、お祝いの言葉

とさせていただきます。

厚 生 労 働 大 臣

加 藤 勝 信
（代読：健康局がん・疾病対策課長　江浪武志）

創立50周年記念式典 来賓祝辞
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　認定 NPO 法人日本アレルギー友の会が創立

50周年を迎えられましたことを、心よりお慶

び申し上げます。

　友の会の皆様は、昭和44年2月の設立から半

世紀の長きにわたり、アレルギーに関する様々

な情報発信や療養相談などに精力的に取り組ん

でこられました。患者さんとその御家族に常に

寄り添い、大きな支えとなってこられた、歴代

の役員をはじめ多くの会員の皆様のこれまでの

御尽力に、深く敬意を表します。

　東京都におきましても、平成10年に「アレ

ルギー疾患対策検討委員会」を立ち上げ、様々

なアレルギー疾患対策に取り組んでまいりまし

た。平成30年3月には、総合的な対策を推進す

るための「東京都アレルギー疾患対策推進計画」

を策定し、同31年2月には、専門的な医療を提

供する「東京都アレルギー疾患医療拠点病院」

や「専門病院」を指定いたしました。

　こうした取組を進めるにあたっては、検討委

員会に委員として御参加いただいている武川理

事長から貴重な御助言をいただいておりますこ

と、心から御礼申し上げます。

　さて、令和2年は東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の開催年です。大会期間

中は、会場だけでなく、様々な場所で観戦でき

るようにするなど、世界最高峰の大会を、誰も

が楽しめるよう、準備を万全にしてまいります。

　現在、国民の2人に1人はなんらかのアレル

ギー疾患に罹っていると言われており、中には

重い症状で悩まれている方もいらっしゃいま

す。そうした方々も含め、国民が一つとなって、

この祭典を楽しみ、大会を通じて、勇気と希望

を抱くことのできる機会となることを願ってお

ります。

　そのために、大会の成功はもとより、アレル

ギー疾患対策の推進において、患者さんや御家

族の側に立った、皆様のきめ細やかな支援と東

京都の取組との連携が必要不可欠です。引き続

き、皆様の御理解と御協力をどうぞよろしくお

願いします。

　結びに、認定 NPO 法人日本アレルギー友の

会が、この記念すべき節目を機に、今後益々発

展されますことを祈念いたしまして、祝辞とい

たします。

東 京 都 知 事

小 池 百 合 子

M e s s a g e
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　このたびは認定 NPO法人日本アレルギー友の会

創立50周年記念式典の開催、まことにおめでとうご

ざいます。本日はお招きいただきまして、ありがとうご

ざいます。日本医師会を代表いたしまして、一言ご挨

拶を申し上げます。

　日本アレルギー友の会におかれましては、昭和44

年の発足以来、半世紀にわたり、ぜんそくやアトピー

性皮膚炎などのアレルギー疾患に関する正しい知識

を広め、アレルギー疾患を持つ患者さんへの支援、

ならびに福祉の向上にご貢献をされておられますこと

に対し、深く敬意を表する次第であります。

　皆様ご高承の通り、我が国において何らかのアレ

ルギー疾患に罹患している国民は年 増々加傾向にあ

り、今や人口の50％を超える状況であると言われてお

ります。このような状況の中、平成27年12月、「アレル

ギー疾患対策基本法」が施行されました。同法にお

きましては、基本的施策として、アレルギー疾患の重

症化の予防・症状の軽減、医療の均てん化の促進、

患者の生活の質の維持向上、研究の推進等が掲げ

られ、我が国におけるアレルギー疾患対策を総合的

に推進するための大きな契機となることが期待されて

おります。また、同法に基づき、平成29年3月に策定

された「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的

な指針」におきましては、医療提供体制の確保に関し

て、国民が居住する地域にかかわらず、等しく適切な

医療を受けることができるよう、アレルギー疾患医療

全体の質の向上を推進することや、アレルギー疾患医

療の拠点となる医療機関とかかりつけ医との連携協

力体制の整備などがうたわれており、現在取り組みが

進められているところであります。

　アレルギー疾患につきましては、アレルギー科はもと

より、内科、小児科、皮膚科、耳鼻科、眼科等、診

療科が多岐にわたっており、日本医師会といたしまして

も、その診療に関わるかかりつけ医や地域医師会の

活動を支援すると同時に、関係団体と連携を図り、ア

レルギー疾患の克服に向けた取り組みをより一層推進

してまいりたいと存じます。

　貴会におかれましては、今後とも患者さんと医療と

社会をつなぐ重要な役割を果たされるとともに、患者

さんの視点からの提言や情報発信等を通しまして、引

き続きアレルギー疾患対策の推進にご尽力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　ここに改めまして、日本アレルギー友の会が創立50

周年を迎えられたことについてお祝い申し上げますとと

もに、アレルギー患者さんの支援にご尽力をされてこ

られました、武川理事長を始めとした関係者の方々 に

深く敬意を表します。

公益社団法人日本医師会会長

横 倉 義 武
（代読：常任理事 松本吉郎）

創立50周年記念式典 来賓祝辞
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　まず初めに、このたび創立50周年記念の記

念すべき年を迎えられましたアレルギー友の会

に対しまして、心からお祝いを申し上げます。

　友の会は、同愛記念病院に入院しておられま

したぜんそくの患者さんたちが病室で何回か回

を重ねられ、そして互助会として発足したのが、

アレルギー友の会の出発であると理解しており

ます。その互助会がアレルギー友の会と名前を

改め、また会員の皆様方の大変なご尽力により

発展し、今日に至っておるわけであります。

　初めはぜんそくが主であったわけでありま

すが、その後、いわゆるアレルギー性疾患全体、

例えばアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、

あるいはまた食物アレルギーなどにも対象の

幅を広げられて、今日に及んでおるわけであ

ります。

　会員の皆様方が、初めは相集まって、それぞ

れの経験を語られ、そしてまた慰め、あるいは

励まし合いながら、臨床の実績を上げられたわ

けでありまして、それに基づきまして、全国か

らのアレルギー性疾患患者の相談に応じられる

ようになったわけであります。さらにまた、医

学の分野のエキスパートの先生方に依頼して講

演会を開催したり、あるいはまた会員の機関紙

であります「あおぞら」を発刊し、幅広くこれ

を配布し、迷える患者さんの社会福祉に大変貢

献されたわけであります。

　その結果、現在では、国際的にもアレルギー

友の会が認知されております。さらにまた、ア

レルギーに対する、例えば国あるいは東京都の

行政にも大変に強い発言力を持っておられるわ

けであります。

　ここ数年来、アレルギー友の会はさらに充実

したように私は思いますが、今後とも日本全国

のアレルギー性疾患の患者さんのためにご貢献

を心から期待いたしております。

　最後に、50周年を改めてお祝い申し上げま

すとともに、ご参加の皆様方のますますのご健

勝とご多幸を心から祈念いたしまして、私の拙

いお祝いの言葉とさせていただきます。

　大変ありがとうございました。

東京大学名誉教授・
公益財団法人日本アレルギー協会 前理事長

宮 本 昭 正

M e s s a g e
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　日本アレルギー友の会創立50周年、誠におめでと

うございます。

　さて、アレルギー疾患に限らず、患者さんは医

師など医療従事者にとって最も大切なパートナー

であります。しかし、患者さん教育、患者さんの

吸入指導といった言葉を聞きますと、患者さんは

常に教えられる立場のように思われがちですが、

実際は違います。

　日本アレルギー友の会が創立された50年前、日本

における気管支ぜんそく治療はかなり悲惨な状態にあ

りました。私が医学部を卒業した1972年当時、多くの

喘息患者さんが入退院を繰り返し、若い人も含めたく

さんの人が亡くなっているという状況でした。

　1978年に上市された吸入ステロイド（BDP）は吸

入すると、むせたり、発作を起こしたりで、あまり効果

のない、期待外れの薬として使われない状態でした。

　1980年の春、私は入院中の5歳の重症ぜんそくの

お子さんを治療する機会を得ました。β刺激薬の吸

入回数は1日十数回、テオフィリン血中濃度は中毒域

すれすれで、インタールなども効果なく、プレドニンは1

日10mgといった治療内容でした。それでも1年間の

3分の1は入院している状態で、発育も非常に遅れて

いました。使っていない薬は、吸入ステロイド以外あり

ませんでした。

　それで、紙袋のスペーサーを用い、中等量の吸入

ステロイドを使用した後、患者さんは著しく改善しまし

た。2カ月後には退院、6カ月後には内服ステロイドも

離脱できました。子供でこれだけ有効なら成人でも有

効なはずと考えて、成人喘息の患者さんに紙製のス

ペーサーを用い、中から高用量の吸入を開始しました。

その結果、多くの成人患者さんの人生を変えることが

できたと考えています。

　全ては1人の5歳の男の子に教えられたのです。医

療従事者、医師にとって、最高の教師は患者さんで

あるという言葉は本当でした。治療が進歩し複雑に

なっている現在でも、この言葉は医療の現場で生き

ていると思います。

　患者会の重要な役割のひとつに医学的に正しい医

療を同じ立場の患者さんが患者さんに伝え知らせる活

動があります。これは日本アレルギー友の会が永年に

渡り継続されてきた啓発活動そのものです。また今回

成立したアレルギー疾患対策基本法の成立には患者

会の皆様の力が無くてはならない存在であったと考え

ております。

　弛みない努力と情熱により50周年を迎えられたアレ

ルギー友の会の皆様、関係各位の皆様に心より敬意

を表し、お祝いの言葉にかえさせていただきます。本

日はまことにおめでとうございます。

公益財団法人日本アレルギー協会理事長

足 立 満

創立50周年記念式典 来賓祝辞
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　本日は、認定 NPO 法人アレルギー友の会創立

50周年、誠におめでとうございます。日本アレルギー

学会を代表して、心よりお祝いを申し上げます。

　国民病とも言えるアレルギー疾患に対応していく

ためには、行政、医療者、患者さんとの連携が重

要です。その中で、アレルギー友の会は、創立以来、

非常に重要な役割を果たしてこられました。

　そのまず第1は、通常の診療現場において必ず

しも充分とは言えない、医療者と患者さんとの間の

密なコミュニケーションをとられてきたことです。患

者さんは診察室において、医師にその病気につい

てさまざまな質問をされたいと思っていらっしゃると

思いますが、必ずしもそれが充分ではないことがあ

るかと思います。アレルギー友の会は、医療者と患

者さんとの間における、診療現場に次ぐ第2の交

流の場を作ってこられました。そして、そうした場

で患者さんからいただいた疑問やご意見は、医療

者にとっても重要な情報として役立っています。

　次に、患者さんご自身あるいはご家族が相互に

気持ちや情報を共有する場を提供してこられたこ

とがあげられます。アレルギー疾患の多くは慢性

的な経過をとり、治療に長い期間を要します。そ

の経過の中では、さまざまな不安を抱えられるこ

とがあるかと思います。しかし、ご自分が感じら

れている不安を他の方も感じていることがわかれ

ば、少しは安心することができ、心強くなれますし、

それを解決するための手段を得ることができます。

　さらに、行政に対しても、数多くの情報を発信

してこられました。医療者側からの働きかけでは、

必ずしもそれは充分ではありませんが、患者さん

のお立場で訴えがあれば、それは非常に重要であ

り、説得力を持ちます。その成果が、2014年のア

レルギー疾患対策基本法の制定につながったか

と思います。

　この50年の間に、アレルギーに関する理解も治

療法も飛躍的に進歩しました。それに伴って、あ

る特定の分子の働きだけを止める分子標的薬とい

う新しい治療薬も喘息やアトピー性皮膚炎で使用

できるようになりました。重要なことは、科学は常

に進歩しており、それまで原因がわからなかった

病気の仕組みも徐々にわかるようになり、その結

果、これまで治療法がなかった、あるいは不十分

だった患者さんにも新しい治療法を提供できるよ

うになっていることです。日本アレルギー学会も、

今後ともアレルギー友の会と協力して、患者さんに

とって必要な、そして正しい情報を提供できるよう

に努めてまいりたいと思っております。

　本日は本当におめでとうございました。

一般社団法人日本アレルギー学会理事長

出 原 賢 治

M e s s a g e
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東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター
分子遺伝学研究部教授

玉 利 真 由 美

創立50周年記念講演

〈アレルギー疾患のゲノム医療への期待と挑戦〉

ゲノム情報を活用したアレルギー疾患の病態の解明
講演  1

　ゲノムとは、生命の設計図と言われ、ヒトでは30億
の塩基対より成り、親から子供へと伝わります。ヒト
のゲノム配列は隣同士のヒトでは99.9％一致しています
が、一部分だけ、違う配列があり、それがゲノム多様性
と言われ、体質に関わると言われています。医療の世界
では、病気のかかりやすさ、重症化のしやすさ、薬の効
果や副作用の出方などにこの多様性（体質）が関わって
いると言われています。

【ゲノムワイド関連解析】
　大勢のヒトからゲノム DNA を提供していただき、対
象の病気の方と一般集団と、多様性のある部分の配列を
比較します。病気と関連のある多様性は一般集団と比べ
て病気のヒトで偏りがみられます。この疾患と関連する
多様性のあるゲノム領域を疾患関連領域と呼びます。
　この比較を全ゲノムにわたり行うのが、ゲノムワイド
関連解析（GWAS）で、現在、病気の原因を探る手法
として世界中で行われています。
　日本人の成人気管支ぜんそくのゲノムワイド関連解析
も行われ5つの関連領域が同定されました。GATA3は、
アレルギーを起こす Th2と呼ばれる免疫細胞で、非常
に大事な転写因子ですが、関連領域のひとつは GATA3
のエピゲノム調節領域であることが最近わかっていま
す。また、TSLP も5つの領域に含まれていました。

【これからのアレルギー疾患治療】
　ゲノム情報をもとにした遺伝予測リスクスコアが現実
社会で応用が近くなり、ひどくなってから治療するとい
う時代から、なるべく前もってリスクを予測して、ひど
くしないようにするという先制医療を目指した研究が盛
んに行われています。
　また、複数のアレルギーの GWAS の研究結果が結集
されてきており、アレルギー疾患に共通するゲノム領域
は複数同定されていますが、その領域付近には（TSLP
や IL13、IL4、IL5など）アレルギー治療に用いられる
生物製剤の標的となる遺伝子群が存在しています。
　こういった生物製剤は、今のところは適応疾患が限ら
れている場合もありますが、ゲノムのエビデンスをもと
に、治療の恩恵にあずかれる人が増えていくのではない
かと考えます。
　さらに、がんの領域などでは、エピジェネティクス（注）

をターゲットにした治療薬の開発も進んでいます。これ
らの薬剤の安全性が確立され、アレルギーのエピジェネ
ティクスの理解が進めば、アレルギーの治療にそれらの
薬剤が応用されるようなことも、今後盛んに行われてい
くのではないかと思います。

（注）エピジェネティクス　DNAの配列変化によらない遺伝子発
現を制御・伝達するシステム



日本アレルギー友の会 50周年記念誌　10

L e c t u r e

京都府立医科大学大学院
医学研究科皮膚科学教授

加 藤 則 人

アトピー性皮膚炎の治療
－未来に向かって－

講演  2

　アトピー性皮膚炎の病変部では、皮膚の炎症によって

バリア機能が悪くなり、乾燥しやすくなったり刺激に対

しても敏感に反応するようになります。そしてかゆくて、

ひっかいた刺激でますます湿疹が悪化するという悪循環

が生じてしまいます。

　アトピー性皮膚炎にはいろんな悪化因子があります

が、最大の悪化因子は、治っていない湿疹があることで

す。薬の治療で炎症をしっかり制御して湿疹を良くして

おくことは、単なる対症療法ではなくて、アトピー性皮

膚炎の最大の悪化因子を減らす、重要な意義があります。

治療のゴール
　アトピー性皮膚炎のような慢性の疾患の場合には、目

標、ゴールをしっかりと医師と患者さんが共有すること

が大切です。アトピーの場合は、症状がないか、あった

としても軽くて、日常生活に支障がなく、薬物療法もあ

まり必要としない状態に到達し、その状態を維持するこ

とです。適切な治療によって症状がコントロールされた

状態が長く維持されるとお薬と縁が切れることも期待で

きるのです。

　症状が改善して、薬をもらう必要もなくなるというと

ころが最終のゴールだとすると、まず1 ～ 2週間以内に

かゆみのために眠れないという状態から抜け出し、次の

2 ～ 3カ月以内にかゆみを感じない日が多くなり、少し

症状が悪化してもお薬で改善できるというように、段階

的に目標を決めながら1つずつクリアしていくことが大

切です。

プロアクティブ療法
　悪いときはステロイド、タクロリムスをしっかり使

い、良くなれば保湿剤でスキンケアをしましょうという

ことでしたが、保湿剤に切りかえるとすぐに再燃すると

いうことを繰り返す湿疹もあります。そういう場合に、

湿疹が再燃する場所を調べると、皮膚の内側にまだ炎症

が残っているのです。残っている炎症を良くするために、

一見良くなったように見えた場所にも、週に1回とか2

回くらい、ステロイドやタクロリムスを続けるプロアク

ティブ療法というものが数年前から世界中で広く行われ

るようになっています。

まとめ
　最大の悪化因子は、湿疹があることです。早めに適切

な治療し、湿疹を良くすることで悪化因子を減らします。

　今後いろいろな新しい薬や医療の開発が急速に進んで

います。良くなる力はみんなが持っています。治療に伴っ

て、また成長や年齢とともに軽快していき、やがて寛解

していくことが期待できますので、ぜひこれからも患者

さんと医師の二人三脚で頑張っていきたいなと思ってお

ります。
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創立50周年記念講演

食物アレルギーへの
これから求められる対策

講演  3

　食物アレルギーは小児から成人までに認められます

が、乳幼児期が最も多く、各年齢相で原因食物や病態が

異なります。全年齢を通して食物アレルギーの多くは

IgE 依存性の即時型です。新生児期には主に消化器症状

を呈する非 IgE 依存性の ｢新生児 / 乳児消化管アレル

ギー｣ も存在します。乳児期には湿疹が初発症状で IgE

抗体の感作が先行する ｢食物アレルギーの関与する乳児

アトピー性皮膚炎｣、学童期以降には原因食物摂取後に

運動をすることで発症する ｢食物依存性運動誘発アナ

フィラキシー｣、樹木や雑草の花粉症と関係がある ｢口

腔アレルギー症候群｣ などの臨床型も存在します。

　診断と管理は食物経口負荷試験（以下、負荷試験）の

進歩と普及で大きく進歩しました。抗原特異的 IgE 抗

体価と負荷試験の陽性確率を示したプロバビリティーが

卵白、牛乳、小麦、大豆、ピーナッツ等に対して確立さ

れていますが、あくまで確率を示したものです。最近で

は血液検査も進歩しており食物アレルゲンの解析に伴っ

て、特異的なコンポーネントと交差抗原性の元になるコ

ンポーネントの区別が可能となっています。鶏卵、ピー

ナッツ、小麦、クルミ、カシューなどではコンポーネ

ントを用いて特異的 IgE 抗体の診断精度も向上してい

ます。

　発症予防に関してはハイリスクの乳児に対して鶏卵と

ピーナッツの早期導入がそれらの食物アレルギーの発症

予防に有効であることが示されています。日本では負荷

試験の方法の工夫により早期に食物除去の範囲を減らす

ことも可能になっています。学童期まで遷延するような

重症患者に対して負荷試験で反応閾値を決めそれよりも

少ない量から摂取させていく経口免疫療法もこの10年

余りで臨床研究として取り組まれています。経口免疫療

法では予期せぬ症状の誘発もあるので細心の注意を払っ

て進めていく必要があります。

　食物アレルギーに関する正しい知識を普及させ、診療

の均てん化が求められています。米国では食物アレル

ギーの治療に関する様々な動きがあり、成果が期待され

ています。

独立行政法人国立病院機構相模原病院
臨床研究センター副センター長

海 老 澤 元 宏
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気管支喘息の克服を目指して
－過去から未来へ－

講演  4

治療の変遷
　ぜんそく治療の変遷の背景には、ぜんそくの病態が新

たにわかってきたことにより、治療が変わってきたとい

うことがあります。

　ぜんそくは昔から可逆性の気道閉塞、ゼーゼーヒュー

ヒューいっていても、治療あるいは自然な時間の経過の

中でもとに戻るということ、また線香の煙をかいだとき

に息苦しくなるという気道の過敏性ということ。この２

つは非常によく認識されてきましたが、慢性の気道の炎

症ということ、また炎症とともに気道のリモデリング、

こういった要素が見つかることによって、ぜんそくの治

療がさま変わりしました。

　さらに、ぜんそくにおける炎症が、太い気道から細い

気道まで、気道の全範囲に及んでいるため、末梢気道を

含めて炎症の治療をすることが非常に重要であるという

こと。また、リモデリングというものの位置づけに関し

ましては、炎症による障害のみならず、気道の収縮を繰

り返すことについてもリモデリングが起こり、そのこと

によって気道への抵抗性が獲得されるということも確立

されてきました。

　したがって、薬の使い方あるいは薬の開発は、かつて

は苦しさを取る、すなわち気道の狭窄に対する気管支拡

張薬主体の治療であったのですが、この間、今のような

病態の解明があり、そしてエビデンスに基づく治療とい

う観点から、ガイドラインが次々とつくられ、気道の慢

性炎症に対する治療、抗炎症薬主体の治療ということが

強調されるようになりました。

ガイドラインの制定
　2009年のガイドラインからは、コントロール状態の

評価ということを定義づけし、コントロール良好という

ことは、症状がないこと、発作治療薬も使わないで済む、

運動を含む活動の制限もなくて、呼吸機能をはかれば正

常である、また気道過敏性を反映するピークフローの日

（週）内変動もないことが基準となりました。適切な治

療の継続でぜんそくの症状がなく、健康な人と同じよう

に自分の思いどおりの活動ができることをコントロール

良好とするということでぜんそくがあってもオリンピッ

ク選手やプロのスポーツ選手もいるという状況になって

います。

　治療薬として配合剤が出たのもこの頃でフルチカゾ

ン、サルメテロール、ブデソニド、ホルモテロールが市

場に出ました。また、吸入ステロイドの使用によって

ぜんそく死が減るというデータも示され、ますます ICS

を中心にした長期管理が広がってきました。

公益財団法人結核予防会複十字病院院長

大 田 健

L e c t u r e

講演 1～4の講演内容を動画配信しています。ご希望の方はお名前と講演名を
記載して、j-allergy@nifty.com までお申し込みください。
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常任顧問

坂本  芳雄
ふれあい横浜ホスピタル院長

特別名誉顧問

宮本  昭正
東京大学名誉教授
国立相模原病院名誉院長
前（公財）日本アレルギー協会理事長

常任顧問

江藤  隆史
東京逓信病院皮膚科特任部長
あたご皮フ科副院長

名誉顧問

伊藤  幸治
元東京大学
アレルギー・リウマチ内科教授
医療法人心和会新八千代病院名誉院長
アレルギー呼吸器科部長

永世顧問

渡辺  勝之延
社会福祉法人あそか会

あそか病院元院長

相原  道子
横浜市立大学附属病院
病院長・皮膚科教授

五十嵐  敦之
NTT東日本関東病院
皮膚科部長

江畑  俊哉
ちとふな皮膚科クリニック院長

朝比奈  昭彦
東京慈恵会医科大学
皮膚科主任教授

池澤  善郎
あい皮ふ科アレルギー科院長

海老澤  元宏
独立行政法人国立病院機構
相模原病院　
副臨床研究センター長

足立  満
国際医療福祉大学
臨床医学研究センター教授
山王病院アレルギー内科

岩田  力
東京家政大学
かせい森のクリニック院長

大田  健
結核予防会複十字病院
院長

日本アレルギー友の会顧問
A d v i s e r

2020 年 1 月現在
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大槻  マミ太郎
自治医科大学副学長・
皮膚科学講座主任教授

片桐  一元
獨協医科大学埼玉医療センター
皮膚科主任教授

上出  良一
東京慈恵会医科大学客員教授
ひふのクリニック人形町院長

木原  令夫
千束呼吸器アレルギークリニック
顧問

幸山  正
帝京大学医学部附属溝口病院
第四内科教授

西藤  なるを
西藤小児科こどもの呼吸器・
アレルギークリニック院長

佐野  靖之
東京アレルギー・喘息研究所所長
佐野虎ノ門クリニック院長

杉山  温人
国立国際医療研究センター病院
病院長

髙森  建二
順天堂大学大学院医学研究科
環境医学研究所所長
順天堂大学特任教授（皮膚科学）

大利  隆行
おおとし内科クリニック院長

勝沼  俊雄
東京慈恵会医科大学教授
附属第三病院小児科診療部長

神戸  直智
関西医科大学皮膚科准教授
関西医科大学アレルギーセンター
副センター長

工藤  宏一郎
社会福祉法人東京有隣会
有隣病院院長

駒瀬  裕子
聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院
呼吸器内科病院教授

佐伯  秀久
日本医科大学大学院
皮膚粘膜病態学教授

菅谷  誠
国際医療福祉大学医学部
皮膚科教授

鈴木  直仁
上尾中央総合病院
アレルギー疾患内科・呼吸器内科
科長

竹原  和彦　
金沢大学医薬保健研究域医学系
研究科皮膚科学教授

大矢  幸弘
国立成育医療研究センター
アレルギーセンター長

加藤  則人
京都府立医科大学大学院
医学研究科皮膚科学教授

岸田  勝
岸田こどもクリニック院長
東邦大学医学部客員教授

幸野  健
日本医科大学千葉北総病院
皮膚科嘱託
兼温知会・会津中央病院
皮膚科特任部長
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日本アレルギー友の会が歩んだ50年間は、アレルギーに対する薬剤・治療法が

大きく変化し進歩した50年間でもありました。

友の会では講演会や機関誌『あおぞら』を通じて、常に新しい薬剤・治療に関する

情報を提供し、患者・ご家族の皆さまにお役立ていただいてきました。

ここでは『あおぞら』に掲載された記事から、この50年間の主な講演録から見た

治療の変遷をたどります。

『あおぞら』から見る治療の50年Ⅰ		1969年2月〜1979年1月　	　p17

『あおぞら』から見る治療の50年Ⅱ		1979年2月〜1989年1月　	　p25

『あおぞら』から見る治療の50年Ⅲ		1989年2月〜1999年1月　	　p39

『あおぞら』から見る治療の50年Ⅳ		1999年2月〜2009年1月　	　p49

『あおぞら』から見る治療の50年Ⅴ		2009年2月〜2019年1月　	　p55

Contents

『あおぞら』から見る治療の50年

※紙面の都合上、一部要約して掲載しています。
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ステロイドホルモン剤

　くすりは病気を癒すために用いられるものですが一方

病気があるからこそ止むを得ずくすりを服用することに

なるわけです。美味しくもないくすりを顔をしかめて飲

むよりも、天然自然の美味しい栄養物を摂ったほうがど

れだけよいか分りません。喘息の発作は特にその経験の

ない人には理解してもらえない苦しさがあり、発作に対

する恐怖や不安も常につきまとう苦しみです。これらの

治療にはどうしてもくすりが必要となります。

　医薬はその他千差万別でありますが最近は特に医学の

進歩とともにめざましく発展致しました。しかしそれと

同時に薬物による副作用やアレルギー性過敏反応、さら

に連用による医原性疾患など注意しなければならない一

面が出て参りました。この好ましくないくすりの作用を

避けるためにはできうる限り最少限度に薬物を使用する

ことが大切です。なんでも服用していれば病気は軽くな

るという素朴な考え方は極めて危険であります。かつて

リウマチの治療に画期的効果を示した副腎皮質ホルモン

剤コーチゾンはノーベル医学賞を与えられました。アレ

ルギー性疾患である気管支喘息にも劇的な効果をあらわ

し、悩めるものはひとしくこれを求めたのでありました

が、その後この皮質ホルモンは決して病気を根治するこ

とはなく、連用による副作用はいろいろな範囲にわたっ

て出現してくることが判明しました。すなわち満月様顔

貌（moon�face）、浮腫脂肪沈着による肥満、発毛、治

療の発生から高血圧、糖尿病、消化器の潰瘍、感染症及

び肺結核症などの増悪傾向や骨

折を起こしやすい骨多孔症など

であります。また出血傾向、出

血斑の出現なども分娩や手術時

には大いに悩ませられる変化で

あります。

　しかしながら喘息発作に対し

ては最も効果的なくすりであっ

て発作の強い場合には使用しないで済ませることは困難

であります。

　そこでできうる限り最少量で最大の効果をあげるよう

にして、早期に使用の中止を図ることが大切であります。

長期にわたってたとえ少量でも継続すれば前述のような

副作用ないし医原性疾患が発生しやすくなります。この

ステロイドホルモン依存からの脱却ということも慢性長

期にわたる患者さんにとっても医師にとってもひとつの

大切な注意点になるでしょう。

　喘息には一般に気管支拡張剤、去痰剤、拡生物質、ス

テロイドホルモン剤などが内服、注射吸入その他の方法

によって使用されますがまず第一に注意すべきものはこ

のステロイドホルモン剤であります。どうしても連用せ

ざるを得ない状態のときは間歇的投与法がよいでしょ

う。必ず1週間の服薬期間中2 ～ 3日のステロイド剤中

止の日を設けてなるべく他剤の併用によって悪化を防

ぎ、対症的治療を行うことです。その反面心身の養生と

体質改善の治療を併用し、1日も早く良くなってすべて

のくすりから解放されるよう努力することです。

『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅰ
1969年2月～1979年1月

あおぞら第13号・第15号（昭和47年）より

同愛記念病院アレルギー科医長
渡 辺 勝 之 延 先 生

喘息とくすり

（昭和44年） （昭和54年）

渡 辺 先 生
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気管支拡張剤

　喘息発作治療に欠くことのできない気管支拡張剤につ

いてお話しましょう。

　平滑筋によって収縮拡張などの運動を営む組織や器管

はいろいろありますが、気管支もそのひとつです。気管

支の太い根元に近い部分は軟骨もあり、内腔も広いので

特別な病変がない限り狭窄ないし閉塞という現象は起こ

り難いものです。喘息発作で問題になる部分は末梢部の

細い気管支で内腔も極めて狭い部分です。この部分に痰

がつまり、平滑筋の痙攣性収縮が起きて内腔の閉塞や狭

窄が強くなり、空気の通過が障害されると発作状態にな

るわけです。さらに内腔に面した粘膜（線毛上皮）の変

化や粘液腺の著明な肥大、平滑筋の肥厚などが伴ってい

るので正常な内腔に比してかなり狭くなっているので発

作になりやすいのです。従ってこの気管支を拡張させる

ために拡張剤として次のような薬剤が用いられています。

Ⅰアドレナリン作働薬
　アドレナリン（ボスミン）、エフェドリン、イソプロ

テレノール（メジヘラーイソなど）、アロテック、及び

イノリン、アストーンなど。

Ⅱキサンチン誘導体
　テオフィリン、ネオフィリン、ネオフィリン M などで

テオナやアストモリジンカプセルはこれに属する製剤。

　前者は交感神経を介し、後者は直接に平滑筋に作用し

てこれを弛緩させ、拡張します。それぞれ長所と短所が

あり、人によっても好みがあるようです。自分に最も合

う薬剤を選んでください。さらに去痰をよくするために

去痰剤と併用することが多いのでイソパール P やアス

ゲンなどの製剤があります。

トピックス

〈アレルギー相談室／小児部〉減感作療法の副作用はないか
同愛記念病院小児科医長　馬 場  実 先 生

あおぞら第28号（昭和49年）より

私共の娘（10歳）は4歳頃から、咳がひどくなり、近
所の内科医で、気管支喘息と診断されました。以来、

かぜなどを引金にして、発作をくり返すようになってしまいま
した。ある大学病院でアレルギー反応テストをしました。その
結果、「ハウスダスト」に敏感な体質だと診断され、1年ぐら
い減感作療法を続けました。しかし、かぜがきっかけで再び前
よりもひどい発作を起こしました。
　そこでこの体質改善をこのまま続けてもよいものかどうか、
そしてまた、この体質改善のための注射の副作用は心配ないも
のか、お聞きしたいと思います。
　なお、現在、娘は元気ですが、発作以後、減感作療法は行っ
ておりません。
　また、漢方薬で良い薬があれば教えていただきたいと思いま
す。

御承知のように小児の喘息は最近ふえてきておりま
す。しかも、症状が一進一退してなかなか完全に治ら

ないのが特徴で、いわゆる重症喘息がふえてきております。ま
た、ひと昔前までは、小児の喘息は放っておいてもいつかは治っ
てしまうと考えられていましたが必ずしもそうではありませ
ん。残念ながら自然治癒する例は少ないのです。
　また、喘息の治療は、最近までは発作がおきればそれを抑え
る、対症療法のみが行われていました。もちろん、発作に対す
る治療は大切ですが、それはあくまで症状を抑えることであり、
病気そのものの治療ではありません。そこで、ここ20年来注

目されてきたのが、いわゆる原因療法です。
　原因療法は喘息の原因となっているものを見つけ出し、除く
ことができるものについてはできるだけ完全に除くようにしま
す。たとえば、そばがらが原因のときはそばがらの枕を、猫毛
が原因のときは猫を他へあげてしまいます。しかし、家のほこ
りやかびなどについては身の回りから完全に除くことができな
いので、これらについては一種の免疫療法である減感作療法を
実施します。
　お子さんがハウスダストで減感作療法をされたことは、この
意味で正しいと思います。この治療法は一般には20回以上つ
づけなくては効果が現われません。もし、２、30回以上つづ
けても効果がみられないときには、それ以外に原因があること
を考えなくてはなりません。たとえばかびです。また、減感作
のやり方に問題はないかも考えてみます。注射液の濃度がこす
ぎるとかえって症状が誘発されてしまい治療効果が現われてき
ません。
　この注射は、正しく根気良く行うことが必要です。正しい抗
原を用いて行った場合には有効率は70パーセント以上といわ
れておりますので、今回においてはもっともおすすめすること
のできる根本的療法と申すことができましょう。また、副作用
はまずないといって良いと思います。まれに注射してしばらく
たってから発作が誘発されることもありますが、その場合には
そのことを先生に話して量や濃度を調節していただきます。
　漢方薬は一般に効き方がおだやかで速効性は期待できません
が、信用できる薬局で調合していただいて用いることは結構です。

A

Q
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喘息の治療

　ぜんそくの治療で最も大切なのは、発作を起こさない

ようにする（予防）という配慮です。食べ過ぎると起き

やすいし、アルコールを飲むとぜんそくが起きやすくな

るということがございます。それから過労、夜更かしを

すると、あくる日に状態が思わしくないということがあ

りますので、暴飲暴食を避けて、なるべく規則正しい生

活をするということが必要であると思います。また、か

ぜをひいたり、気管支炎にかかったりしますと、ぜんそ

くがそれに続発して起きたり、いままであったぜんそく

がさらに悪化するということがあります。ですから、か

ぜをひかないように心がけることも大切だと思います。

そのためには乾布摩擦や、冷水摩擦を数分間、皮膚がか

なり赤くなるくらいまでやり、皮膚を鍛えるということ

を、ぜひ励行していただきたいと思います。

　ぜんそくが起こる原因がはっきりしている場合には、

そのものをできるだけ避けることです。家のごみが飛び

散る中で生活をしているとぜんそくが起きやすいという

場合は、家を掃除する必要があります。特殊な食べ物（ミ

ルク、あるいは卵の白身など）でぜんそくが起こるとい

う方は、その食べ物はもちろん原因になる食物を使った

食べ物（ビスケットやカステラなど）も避けるというこ

とが必要でしょう。

　多くの方々は、多分ぜんそくの発作が起きそうだとい

う状態が、ほぼ予測できるわけです。気温の変動、台風

の前、雨の前など、今晩は何となく調子が悪いというこ

とが、自分でおわかりになる方がかなりあると思います

が、そういう場合には余分に薬を飲むとか、インタール

を寝る前に吸入するという配慮が必要ではないかと思い

ます。一旦起きた発作を抑えるのはなかなかむずかしい

わけですが、起きかかっている発作を抑えるというのは、

それほどむずかしくはありません。またぜんそくを患っ

ていながら、かなり喫煙をする人

がいます。普通の人にとっても肺

病変を起こすということで、大気

汚染とともに、喫煙は非常に重要

視されていますので、ぜひ禁煙を

していただきたいと思います。

対症薬

　ぜんそくの発作を抑える薬としては、気管支拡張剤が

多く用いられていますが、その種類は、現在市販されて

いるもの以外に、20種類ぐらいあると思います。それは、

副作用が少なく、しかも気管支拡張作用をより強く持っ

ている薬を開発するために、各メーカーが、世界各国で

研究しているからです。

　次にステロイド剤。これは現在大きく分けて9種類あ

りますが、ステロイド剤は、気管支ぜんそくにとって非

常に卓効を示す薬です。が、その反面、副作用がかなり

あるわけです。しかし、これも使い方ひとつで、ごく少

量であれば、かなり長期に使ってもそれほど大きな副作

用は起こらないことが、だんだんわかってきました。少

量というのは、1日1錠以下ということです。これは、

体中で分泌されるステロイドの量にほぼ相当するわけで

す。服用を1錠以下に留め、副腎の機能を少しでも残し

ておくほうが、将来常態になった場合に、ステロイドの

離脱が容易になります。最近では、ステロイド剤を吸入

によって与えるということがやられるようになりまし

た。これは、全身に吸収されずに、局所作用だけを表わ

す特徴を持っています。これが将来、臨床的にもかなり

広く使われるようになるだろうと思われます。

　それから、インタールという吸入薬があります。イン

タールは、子供さんや、重症の発作の場合には、空気が

うまく吸えなくて使いづらい点があります。それでイン

タールに非常によく似た薬で、しかも口から飲める薬が

あおぞら第45、46合併号（昭和50年）より

東京大学物療内科講師
宮 本 昭 正 先 生

喘息の治療法とその展望

宮 本 先 生



日本アレルギー友の会 50周年記念誌　20

『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅰ 1969年2月〜 1979年1月

現在開発されつつあります。イギリスでも報告されてお

りますが、その面で、わが国は進歩していて、現在ふた

つの会社から同じような薬が開発され、臨床に使われよ

うとしています。このようにしてだんだん治療が容易に

なるだろうと思います。

根治療法

　根治療法としては、いろいろありますが、金製剤（シ

オゾルガン、ゾルガナール）があります。これは、かつ

ては、10ミリグラムから始めて10本ずつ、それから25

ミリを10本、ついで50ミリグラムを10本、100ミリグ

ラムを10本、総計40本ぐらいで一応注射をやめていた

わけです。ところが、非常によくなった患者さんが、薬

の注射をやめて1年または2年たって再びぜんそくが起

きてくる症例がかなり経験され、しかもそのときに金製

剤を再び使うと、なかなか前ほどは効果が現われないと

いうことがわかってきまして、現在ではなるべく少量か

ら始めて速やかに50ミリないしは100ミリまで量を上げ

ていき、そしてその量をかなり長期に投与するようにな

りました。ですから、人によって、数年間、月に1遍ず

つ注射をしている人もいるわけです。ところが、すべて

の薬がそうですが、いろいろ副作用が現われてくること

もわかり、よく効く薬ではありますが、血液の検査、脳

のレントゲン撮影、肝臓の機能検査などをして、副作用

を速やかに見つけ、現われたならば速やかに注射をやめ

るという配慮が必要です。

減感作療法

　減感作療法が、ぜんそくやアレルギーの患者さんに広

く用いられていますが、これはなるべく大量を注射しな

ければ臨床効果が現われないということが、臨床的にも、

実験的にもほぼ証明されています。ところが大量投与す

るとアナフィラキシーショックを起こしたり、あるいは

かえってひどいぜんそくを誘発することがあります。そ

れが現在のところ大きな障害になっていますが、少なく

とも現在動物実験の段階では、そのようなアレルギー反

応を起こさないように、抗原をモディファイして（変え

てやって）治療効果を上げようという減感作療法が開発

されつつあります。もっとも、このような開発が成功し

たら、すぐぜんそくがなくなるかというと、なかなかそ

ういうわけではなく、やはり、かなり長い目で見なけれ

ば十分な効果は期待できないだろうと思われています。

しかしながら、40年くらい前に結核と言えば、これは

不治の病（死の病）であると言われていましたが、現在

大抵の肺結核症は完治することができるようになったわ

けです。ですから、近い将来、気管支ぜんそくの治療も

肺結核と同じ程度までに、何とか持ってこられるのでは

なかろうかと、明るい希望を持ちながら、われわれは研

究を続けています。　

喘息の予後と将来の展望

　わが国の統計では、終戦後約5年から10年にわたって

ぜんそくによる死亡率は、上昇線をたどっていました。

ところが、そのころにステロイドが開発され、抗生物質

がかなり安く手に入るようになってまいりまして、ぜん

そくの死亡率はだんだんと低下し、現在もほぼ下降線を

たどりつつあるようです。しかし、これは患者さんの悩

みが非常に解消されたということでは必ずしもないわけ

で、いろいろな薬剤が開発され、治療方法が変革してま

いりましたが、それによって慢性的に起こるぜんそくや、

ステロイド依存型の患者さんもふえてきております。そ

して、非常に元気であった人が突発的に大変重い発作を

起こすというような症例も増してきているようです。

　こういうような患者さんを診て、非常に現在の医療の

矛盾を感ずるのは、たとえば東大では、重症の患者さん

が外来に来て、普通であればすぐ入院させたいところで

すが、ベッドがない、したがって外来でやむなく2時間

3時間と治療する、夕方になってもさらに症状がおさま

らないので他の病院を紹介して、そこに入院してもらう、

場合によってはそのままお引き取り願うというようなこ

とがあり得るわけです。これは東大だけではなしに、他

の病院でも多分同じような傾向があるだろうと思います

が、これには看護婦さんの問題、ベッドの問題、その他

いろいろな機構の問題などがからみ、どうしても越せな

い壁があるわけであります。

　現在の日本ではアレルギー、あるいは気管支ぜんそく

の患者さんなどに対する施設は、それほどまだ開発され

ていません。外国では、ぜんそく専門の病院もあります

し、患者さんのみを1年ないし2年間隔離して治療を行

う施設や、入院していながら、自分の勤めに出勤できる
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ようなリハビリテーションの設備を完備した病院もある

わけです。

　こういう点もございまして、気管支ぜんそくを難病に

指定して、医療と研究に予算をさいていただけないだろ

うかという働きかけが行われてきました。しかし、行政

当局がこの疾患を難病に指定できない一番大きな理由

は、ぜんそくの患者数が100万を越えるため、なかなか

予算が出せないということのようです。一部の非常に難

治性の患者さんだけでも、難病指定にしてもらえないか

と思うのですが、その基準がむずかしいということで、

現在までのところ暗礁に乗り上げているわけです。です

が、心臓病における医療体制――狭心症が起きると病院

からすぐ車が来て、治療しながら病院まで運ばれ、即刻

入院ができる、そのような体制が、近い将来気管支ぜん

そくに対してもつくられなければならぬというように

思っています。そして、このような救急施設、医療体制

が一日も早く実現できるように、このアレルギー友の会

という組織に、推進団体として大いに御活躍していただ

きたいというように思います。

　気管支喘息の薬としては、おこっている
発作を抑える目的で使われるのが大部分で
す。しかし、ここ数年来、かなり広く用い
られるようになってきた薬にインタールが
あります。皆さんの中にも、すでに、この
薬を使用した経験をお持ちの方も少なくな
いと思います。

　このインタールは、従来の対処療法として用いられてきた薬
とは、まったく作用機序が異っている薬です。
　御承知のように、気管支喘息の発作の原因として、アレルギー
( 的な機序 ) が関与している場合には、体の中で抗原抗体反応
の結果つくられた化学物質――ヒスタミンなど――が、気管支
に働いて収縮をおこさせたり、分泌物を増加させたりするので
す。この際に生体内につくられる化学物質であるヒスタミンな
どは、気管支などに分布しているマストセルという細胞が、抗
原抗体反応の結果、こわれて、その中にある小さな顆粒から血
液中に放出されるのです。
　このマストセルという細胞の表面でおこる抗原抗体反応を、
おこりにくくさせる、そして、できれば完全に防ぐことによっ
て、ヒスタミンなどが体の中にできないようにするのがイン
タールという薬なのです。

インタールは予防の目的で

　インタールは、発作のおきていないときに予防の目的で使用
することが原則です。
　吸入用の器具を用いて、決められたように準備してから、一
端を口にくわえます。
　思い切って強く吸いこむことにより、中にある小さな顆粒状
の薬は、口腔を通って、気管支の奥深いところまで入っていき

ます。大切なことは、いかに上手に吸いこむかということです。
とくに、小さな子どもさんでは、なかなか上手に吸うことがで
きませんが、私の経験では、5才以上ならば、少し練習をする
ことにより、上手になります。
　もし、気管支の奥深くまで吸いこむことができなければ、効
果は低下しますので、何回も練習させて下さい。
　インタールは、1日に3回、または4回吸入します。効果が
現れるまでには、2、3週間かかることが多いのですが、とき
には吸入して間もなく、また1 ヵ月以上たってから効果が現れ
ることもあります。
　この薬は、発作を抑えることを目的とした薬ではありません。
あくまで、あらかじめ用いることにより、発作のおこることを
未然に防ぐことを期待する薬であることを忘れないでいただき
たいと思います。

発作がほとんどみられなくなった例も

　私たちは、今までに、多くの喘息の患者さんに、インタール
を使用してきました。
　長い間、ステロイド剤を使ってきた、重症の喘息が、インター
ルを使い始めてから、発作がほとんどみられなくなった例もあ
ります。また、減感作療法が無効であった小児が、1日4回の
インタール吸入で治癒した例もあります。
　このインタールは、発作がおきているときには使ってはいけ
ません。また、気道に炎症のある場合も用いてはいけませんの
で、注意して下さい。
　なお、アレルギー性鼻炎にも、インタールを吸入させる試み
がなされていますので、専門医に相談されることをおすすめ致
します。

トピックス

〈薬ののみ方〉インタール 同愛記念病院小児科医長　馬 場  実 先 生

あおぞら第53号（昭和51年）より

馬場先生
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『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅰ 1969年2月〜 1979年1月

交感神経刺激剤吸入薬の副作用

　エフェドリンは昔から使われ、効果も確かにあるわけ

ですが、動悸、不整脈などボスミンと同様の種々の副作

用のほか、前立腺肥大症があるような人には尿意頻数、

残尿感を起こす。あるいは、夜眠れない、興奮が強い、

といった副作用が知られています。

　次に、こういった系統の薬の吸入薬がございます。メ

ジヘラーとか、セダンゾール、アロテックなど、これが

非常に効果はあるわけですが、一方種々の問題がでてき

ている。

　イギリスにおいてこういった種類の薬が大量に売ら

れ、売られた量とぜんそく患者さんの死亡数がかなり並

行して上がってきた。これはこの種の吸入薬の副作用で

はなかろうかと疑われて、日本でもその市販が規制され

ました。これは本当にそうであるかどうかまだ確実な解

答が得られてないと思いますけれども、日本でも最近数

年間、10歳から14歳ぐらいのぜんそくの子どもさんの

死亡率が確かに上昇してきている。また15歳から19歳、

5歳から9歳、そういった年齢層でもやはり上昇の傾向

にあるのは事実のようです。この年齢の方は、どんどん

薬を薬局で買えると、自分の小遣いで買っちゃう、ある

いは学校なんかで人にかくれて吸入するというような機

会が多いと考えられるので、抑制がきかないで、副作用

が起こってくると考えられるわけです。これらの吸入薬

は、ボスミンから誘導された交感神経刺激剤ですので、

過剰に吸入すれば、当然心臓血管系に対して不整脈その

他の副作用を起こす。したがって心臓の急停止といった

ことを起こして急死する心配があるわけです。またそれ

をハンドネブライザーとして押してすぐぱっと出すため

の駆出剤、その中にはフレオンというガスが含まれてい

ますが、それが果たして本当に無害なものであろうかと

いうことも問題になっているわけです。さらにまた、こ

ういった吸入剤を使うとき、同時に種々の鎮静剤あるい

はトランキライザー、そういったものを使っております

と、病気をどんどん重くする心配があること。それから

もうひとつ問題なのは、実際にこういった種類の薬を

使った後で血液の酸素濃度をはかってみますと、それが

下がる場合があるんですね。交感神経刺激剤の注射ある

いは吸入、また後ほど申し上げますネオフィリンなどの

静注、こういったもので一時的には楽になる。肺機能の

面で見ても確かによくなるわけですが、血液の中の酸素

はかえって減ってしまうという結果がときに起こるわけ

です。

　IPB といった機械を使って吸入する場合にもやはり問

題があることがあります。発作が起こってきて分泌物が

あるときに IPB を使いますと、分泌物が中へ押し込ま

れる、あるいはまた肺胞の中の圧が高まって気胸を起こ

す心配があるといった点も指摘されております。しかし、

こういうことはめったにないわけで、IPB でやれば携帯

用のものほどしょっちゅうは吸入しないわけですから危

険性が少ないとか、あるいは粒子が非常に細かくなりま

すので、末梢まで到達して、はるかに効果があるといっ

た利点もあります。IPB を毎日吸入していますと、初め

のうちは非常に効いているけれども、4、5日から1週間

ぐらいしてどうもぐあいが悪いという場合があります。

これはこうした薬剤の持っております咽頭その他の刺激

による場合がありまして、一時中止しなければいけませ

ん。

　次にアミノフィリン（ネオフィリン）ですが、内服で

胃が刺激され、吐気が起こるとか、静注で吐気、胸苦し

くなるなどの副作用がございます。これは特に子どもで

は大人に比べて忍容性が少ないので、非常に危険な場合

があります。一般にネオフィリンの注射をするときは非

常にゆっくりやってもらわなければいけない。もし気持

ちが悪いようなときには、直ちにその旨を注射している

あおぞら第58号（昭和51年）より

東京共済病院アレルギー科医長
可 部 順 三 郎 先 生

ぜんそく薬の副作用（ステロイド剤を除く）
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人に言って速度を緩めてもらう、あ

るいは途中でもやめてもらう必要が

あります。

　鎮静剤では、呼吸中枢を鎮静して、

ぜんそくが知らないうちにどんどん

進んでしまうことがあります。この

点は睡眠剤ですとかあるいはトラン

キライザーを使うときにも、あまり多く用い過ぎないよ

うに十分注意しなければいけません。酸素吸入がよく使

われますが、ぜんそくに合併症を持っている場合には、

高濃度の酸素を不用意に使うと呼吸をとめてしまうこと

があります。全く合併症の心配がない場合にはあまり問

題はないと思いますけれども、苦しいから酸素をという

と、必ずしも酸素はよくない場合がある、呼吸をとめて

しまって取り返しがつかない結果を招くこともあるとい

うことを十分知っていなければいけないと思います。

減感作注射の副作用

　根本療法のほうで問題になりますのは、アレルゲンテ

ストあるいはアレルゲンの減感作療法中に起こるショッ

クその他の副作用ですが、頻度は少なく、また十分医師

のほうで注意してやればそれほどこわいものではない。

医師のほうでそれに対応できる準備を持っておかなけれ

ばいけないということでございまして、皆さん方の責任

ではないわけですが、ただ、注射をしてすぐぱっと帰っ

てしまわれる方が多いのですが、重篤な副作用は注射後

大体2、30分のうちに起こるので、注射をしてから薬を

もらったりしている間に時間がたてば心配ないと思いま

すけれども、すぐ帰ってしまわない。特に運動をすると

ぐあいが悪いといわれています。暑い日に汗をかいて

やってきて、注射をしてもらって、自転車で遠いところ

まで急いで帰った、というようなとき、その途中で重篤

なショックを起こすことがあるといわれています。

　減感作注射が発作を誘発することが時々ございまし

て、注射当日あるいは翌日くらいにどうもぐあいが悪い、

ということはよく経験することです。これは注射の内容

が実際にその人の本当の原因の抗原であるということを

示している証拠のひとつでもありますので、そういった

場合は医師にその旨を申し出て、注射の量を加減しても

らえば、十分な効果が出てくることが期待できるわけで

す。注射局所の副作用ですが、注射した直後にはれる場

合と、翌日ぐらいにはれる場合があります。直後のはれ

が非常に大きい場合には、全身的な反応を起こす前ぶれ

のことがありますので、やはり医師に申し出る必要があ

トピックス

ステロイド製剤の吸入薬

　現在、内服や注射、外用の軟こう、とき
に吸入などに使用されている副腎皮質ホル
モン剤 ( ステロイド ) にはつぎのようなも
のがある。
　ハイドロコーチゾン ( サクシゾン、ソル
コーテフ )、プレドニゾロン ( プレドニン )、
メチルプレドニゾロン ( メドロール )、デ

キサメサゾン ( デカドロン )、ベーターメサゾン ( リンデロン )、
トリアムシノロン ( レダコート、ケナコルト )、トリアムシノ
ロンアセトナイド ( ケナコルト A 注 )。

福音となるか ?　合成ステロイド剤

　1964年英国で開発されたベクロメサゾン・ ジプロピオネー
トは極めて強力な局所抗炎症作用を有する合成ステロイド剤で
あり、局所に使用した場合は、微量で効果をあらわし、全身作
用や副腎機能の抑制がほとんどみられないという。最近この薬

物を喘息患者にメジヘラーイソのような定量噴霧式エアゾル剤
としてハンドネプライザーによって治療を行うと、極めて有効
であり、副作用もほとんど無視しうる程度であり、しかも最も
重要な点は副腎機能に全くといってよいほど抑制的影響を与え
ないので、長期にステロイドを使用し、副腎機能の低下がある
ものでは、この薬剤の使用によって発作がおきなくなるため、
ステロイドの減量ないし離脱が可能となり、低下した副腎機能
も次第に正常にもどることが実証された。
　国内多施設による臨床実験ではその有効率は70 ～ 80パー
セントに及び、認むべき副作用もほとんどなく、極めて有用な
薬剤としてその実用化が望まれているものである。ステロイド
を使用しなくとも十分治療しうる軽症の喘息はよいが、ときど
きあるいは常にステロイドが必要な中等症やステロイド依存性
の喘息には大きな福音となるかもしれない。私も長年の慢性型
喘息でこの薬剤の使用により、毎年の年中行事となった入退院
のくり返しが全くなくなり、1日数回の使用により、年に4 ～
5回来院して簡単な薬をもらうだけで十分な日常生活を営んで
いる患者さんを何人か知っている。

〈私の処方箋〉気管支喘息 同愛記念病院アレルギー科医長　渡 辺 勝 之 延 先 生

あおぞら第71号（昭和52年）より

可部先生

渡辺先生
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『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅰ 1969年2月〜 1979年1月

ると思います。

　もうひとつ根治療法のほうで問題になるのは金の製剤

で、これは非常にしばしば種々の副作用を起こす。その

最も多いものは発疹で、発疹の種類にはいくつかあるわ

けですが、アトピー性皮膚炎様の発疹でただかゆいだけ

の場合、体じゅうが真っ赤になるような場合、あるいは

結節性紅斑と言いまして、ぶつぶつになったようなもの

があちらこちらにできるような場合、じんま疹、あるい

は剥脱性皮膚炎といって非常に重症のもの、種々ござい

ます。したがって、発疹が出たらこれはもう使えないと

いうわけではありませんで、中にはその発疹が出ること

によって効果がますます顕著となるという場合もありま

すので、発疹の種類によって注射の量を減らすとか、あ

るいはそのままでいくとか、あるいはやめてしまうとか、

いろいろな手段をとってもらう必要があると思います。

そのほか蛋白尿でありますとか、肝臓に異常が出るとか、

あるいは血液に障害がくることがありますし、口内炎は

比較的しばしば出る副作用であります。最近は肺線維症

が起こり得ると報告されております。したがって、金製

剤はさまざまの、また頻度も多い副作用を呈する可能性

があるわけですが、効果としてはかなり顕著な場合も多

いので、初めに申し上げましたように、副作用と効果の

バランスというか、どっちを取るかということになるわ

けです。金製剤を使うときには、こういった副作用が起

こることは一応覚悟した上で、時々検査をしてもらいな

がら治療を続ける注意が必要ではないかと思います。

トピックス

精神的なものが影響して病気を重くしている場合も多い

　お母さん方の中に、この子は年がら年じゅう薬を飲んでいな
いと発作が治まらない、なんとしても薬がとれないと言われる
例があります。ところが私達が外来で診ている範囲では、どう
してもそんなに重症とは思えないし、どうしてそんなに薬を使
わなければならないのか不思議に思える子供たちがいます。あ
るいは入院して大した治療もしないのにすぐによくなるが、家
に帰るとまたすぐに悪くなるというお子さんもいます。なぜ家
に帰ってすぐに悪くなってしまうのかということが通常の外来
ではなかなかわかりません。そうしたことから、私たちは昭和
40年頃よりぜんそく児のサマーキャンプを開始しました。
　それは、お母さん方がどうしてそんなに楽を使わなければな
らないのか、またなぜ入院するとすぐよくなるのに家に帰ると
再発するのか、ということを私たちも勉強をしないと、お母さ
ん方にお話ができないので、なるべく日常と同じような生活を
子供たちにさせて、その中で観察しようと考えたからです。
　キャンプでわかったことは、確かに病気そのものが重いお子
さんもいましたが、その数は決して多くはなく、キャンプに参
加した、「家庭では重い」と考えられていたお子さんの約4分
の1位のものだったのです。残りの4分の3はキャンプに行っ
ただけで全くよくなってしまったのです。そのよくなった理由
は単一ではありませんが、先ずここで述べておきたいことは、

喘息発作に対する恐怖感は喘息に大変影響
するということです。キャンプでは毎晩子
供たちだけの座談会がありました。
　そうすると、小学2、3年生ぐらいのか
ら必ず出てくる質問は「ぜんそくって死な
ないかな」ということです。すると中学1
年生ぐらいの子がそれに答えて「ぜんそく
は先生のところへ行って診てもらうと、死
なないと言っているし、私たちだって薬を
なるべく飲まないようにして頑張っているんだから、あなたも
頑張りなさい」などと言います。そうやって話し合いますと、
私たちが説明するより、子供の説明の方が説得力があり、そう
いうことが契機になって、いままで家庭ではやったことのない
ような運動なども積極的にやるようになり、家に帰ってもそれ
が続けられ、生活態度が変ってお母さん方がびっくりするほど
生活に対し積極的になるお子さんもでてまいりました。
　ぜんそくを実際の症状よりも重くしている要因として、この
ような精神的なものが影響している場合が決して少ない数では
ない、その中でも発作に対する恐怖が非常に大きい要因である
ことが、キャンプをしてみてわかったのです。
　このように、ぜんそくの症状が重いと見られる子供でも、必
ずしも気質的にぜんそく自体が重いのではない、ということも
知っていただきたいと思います。

小児期の気管支喘息について
日本臨床アレルギー研究所所長、帝京大学小児科助教授　高 嶋 宏 哉 先生

あおぞら第83号（昭和53年）より

高嶋先生
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難治性ぜんそくの定義

　日常、患者さんを多数

診ておりますと、その中

に非常に治療に抵抗する

症状の患者さんが、ある

一定の割合で、どうして

も含まれてきます。そう

いう患者さんを難治性の

ぜんそくといっています。

　現在のところ、難治性ぜんそくの一応の定義は、「通

常の治療で改善されず、ステロイド製剤を用いなければ

日常生活ができないような、重症で通年性の気管支ぜん

そく」というふうになっています。

　ステロイドといいますのは、副腎皮質ホルモンのこと

ですが、これは現在起こっている症状を抑える対症療法

薬として、気管支ぜんそくに用いるものの中で、最も強

力であるといってよいと思います。ステロイドは非常に

強力な効果のある分、副作用も種々あり、中にはかなり

重い副作用もあります。

　定義からもわかるように、難治性ぜんそくは、ステロ

イド・ディペンデント、つまりステロイド依存性のぜん

そくというような意味に使われています。したがって、

その治療に継続的なステロイドの投与が必要であるとい

うような患者さんのことをいっています。

　このような場合、ステロイドの量、あるいは使用方法

などが問題になるかと思いますが、一応の目安として、

プレドニン換算で7.5ミリぐらい、つまり1錠半以上を

毎日投与しなければいけないというような患者さんは、

ステロイド依存性であるといってよいかと思います。

　したがって、発作がせいぜい月に数回で、そのときだ

け少量のステロイドを静注なり、点滴なりで落とせばす

むという患者さんであれば、この定義には当てはまらな

いわけです。

　しかし、飲み薬だけではなく、持続性のステロイド、

商品名でいいますとケナコルトとか、デポ・メドロール

とかいったものを、たとえば、4週間なり6週間間隔で

打っているという患者さんも、ステロイド・ディペンデ

ントであるといっていいかと思います。このようなステ

ロイド依存性で難治化している患者さんが、全体の

15％ぐらいはいるだろうといわれています。

難治化は社会的要因の大きい男性に多い

　成人の場合は、小児科と少し様相が異なります。私は

小児科についてはあまり詳しくないのですが、少し調べ

てきました。

　いま控え室で、小児科専門の高嶋先生にお話をうかが

いました。実際に診ていると、文献とは印象が違うとい

われましたが、一応文献的に述べます。小児の場合は乳

幼児で6 ヵ月以前に発症し、アトピー性素因が強く、ア

レルギー性鼻炎とかアトピー性皮膚炎などを合併してい

る場合も多く、皮膚テストでアレルギーの原因になって

いる物質を検索すると、何かに対し陽性に出るとか、

IgE（免疫グロブリンの一種で、体内にあってアレルギー

『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅱ
1979年2月～1989年1月

あおぞら第182号（昭和62年）より

国立相模原病院呼吸器科医長
長 谷 川 眞 紀 先 生

ぜんそくの難治化要因とその対策

（昭和54年） （平成元年）

長 谷 川 先 生
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反応の引き金を引くような物質）の血中濃度が高いとい

うようなことが文献にはあります。

　しかし、成人の場合は、内因性で中年以降、加齢後に

発症して、しかも感染型が多い。皮膚テストをしてもア

レルゲンが何も出ない、肉親にもアレルギー体質の人が

いない、IgE の血中濃度も高くないなど、必ずしもこれ

らが当てはまるとは限りませんが、そういう方が多いと

いう印象をもっています。

　ですから難治性のぜんせくとはどんな方に多いかとい

いますと、お年を召した方でアレルゲンの検索をしても

あまりわからない、しかも男性に多いかと思います。こ

れは必ずしも男性が難治化しやすい素因をもっているわ

けではなく、むしろ社会的な要因で、（最近は女性も仕

事を持っている方が多いようですが）男性の場合は、仕

事を持ち、社会的な活動をしていて、少々の発作があっ

ても休まない、あるいは休めない、無理をして出るとい

うことで、仕事中に少しでもヒューヒュー、ゼーゼーし

ていれば苦しくて仕方がないという状態になります。

　したがって、治療する立場から見ますと、必ずしもス

テロイドの適応症状ではないが、ステロイドが一番切れ

味が良いので、仕事が休めないとか、これから出張だと

か、どうしても自分が出ないとだめだなどといわれます

と、医学的適応ではないが、社会的適応ということで、

ステロイドを投与してしまいます。

　また、こじれてしまってもなかなか入院していただけ

ない。入院していただくだけで、余分なステロイドを使

わずにすむという例は結構あります。

　そういう社会的な要因のほうが大きくて、男性のほう

に難治化している方が多いのだろうと思っています。

難治化の患者は気道の過敏性が高い

　難治化している患者さんの特徴として、気道の過敏性

が非常に高い方が多いように思います。ぜんそくという

のは、その患者さんの体質に根ざした慢性疾患です。し

たがって、そういう体質が症状としてあらわれる場合、

どこにあらわれてもいいわけです。

　たとえば、鼻に過敏性のある方はアレルギー性の鼻炎

とか、あるいは結膜炎、消化管アレルギー、皮膚アレル

ギーというようにです。それが気管支にあらわれてくる

のは気管支のほうにアレルギー症状を出しやすい素質が

あり、それを気道の

過敏性といいます。

　これを調べる方法

としては、アセチル

コリン、あるいはメ

サコリン、ヒスタミ

ンなどの化学伝達物

質を吸入し作用させてみます。すると気道の過敏性が高

ければ高いほど、吸入した化学伝達物質の濃度が低くて

も反応を起こしてきます。

　たとえば、1秒間、思い切り息を吸ったところ（最大

吸気）から、できるだけ息を早く吐かせ（最大呼気）て、

どれだけの量の空気が吐けるかを調べ、その1秒量の変

化で見ますと、気道の過敏性が高い人ほど、低濃度で1

秒量が減ってくるという関係が見られます。

　これはどういう意味かといいますと、ハウスダストと

か花粉類、真菌（カビ）などの抗原に同様に感作されて

いても、気道の過敏性が高ければ高いほど、少量の抗原

を吸っただけで反応してくるということです。逆に過敏

性が低ければ、かなりの抗原を吸入しなければ反応しな

いということです。

　また、気道の過敏性が亢進していますと、必ずしもそ

の人にとってアレルギー反応を起こす抗原を吸入しなく

ても、どこにでもあるような冷たい空気、強いにおい、

刺激性のガス、たばこの煙、または過労、暴飲、暴食と

いうような非特異的な刺激によっても気道の攣縮が起こ

りやすくなるということがいえます。

　そういうことで、同じぜんそくの中でも、常に軽い刺

激で反応を起こすということは、それだけ発作の頻度も

高くなり、抗原、あるいは非特異的な刺激を受けたとき

の発作の程度も重くなるということが考えられます。

感染の繰り返しは難治化の要因に

　気道の感染（ばい菌、ビールスなどが生体に対して悪

い作用を及ぼしてきた状態）では、急性に発作を起こす

ような人でも、かぜ（感染）を先にひいていて、そのう

ちヒューヒューしてきたという方がいます。特に慢性の

方では、急性の発作のときに見られるような、白くて堅

くて、プリンプリンしたような痰はなく、黄色みがかっ

ていて、非常に切れにくい痰を出していますが、そこへ
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感染が加わって、その黄色みが濃くなってくると、よけ

い切れなくなっておかしくなり、そういうことから慢性

の発作をずうっと起こしてくることがよく見られます。

　細菌、あるいはビールスなどは、その人にとって特異

的なアレルゲンとして働いている場合もありますが、非

特異的な刺激として働いている場合も見られます。

　非特異的な増悪要因として感染があるということは、

たとえば、ばい菌やビールスなどが体内に侵入したとき

に、菌体成分そのもの、あるいはそれが分泌する毒素な

どによって、刺激を気道に与えて反応を起こしている場

合や、これは菌体成分などで実証されているわけではな

いのですが、β受容体（気道に存在して、それが刺激さ

れたときに気管支を拡張するように働く自律神経の受容

体）がブロックされる、あるいはα受容体（気道を収縮

させるほうに働く）が亢進されることにより、気道の過

敏性を悪化させるような機序も想定されています。

　また、そういう反復した気道感染により、気道の粘膜

上皮が障害されます。気道の粘膜というのは特殊で、細

胞の表面が繊毛になっており、ミクロ単位の非常に細い

毛が生えています。その細い毛が同調して動き、粘膜の

上にある気道の分泌物である痰を絶えず口のほうへ口の

ほうへと運んでまいります。

　痰は正常な人でも絶えず分泌されては、口のほうへ運

ばれています。量が少なければ、特に意識されずに口に

きたところで、消化管、つまり胃のほうへ飲み込まれて

しまいますが、量が多くなりますと、痰があるという自

覚症状が出て、咳をして切り、口から出ていくというこ

とになります。

　しかし、繰り返す感染により、気道粘膜上皮が障害さ

れ、繊毛運動が障害されますと、なかなかそういうよう

にうまく分泌物を外へ出すという作用ができません。し

たがって、分泌物が気道の中にとどまってかたくなりま

すと、当然空気の通る道が狭くなります。

　また、外から入ってきた刺激性の異物の除去がうまく

いかないとなると、刺激物がその気道にずうっととど

まったままで、長時間刺激を与えることになり、抗原な

どの場合でも、うまく外へ出されないで気道にとどまり、

その場で抗原抗体反応を起こして、絶えずアレルギーを

起こすような反応を生体に与え続けることなります。

　もうひとつ、感染を起こしますと気道で炎症を起こす

わけで、その炎症反応によって粘膜が浮腫状になります。

これは表面に向かってふくれるわけですから、当然気道

が細くなります。粘膜だけではなく、気管支の平滑筋な

ども増生してきて、気管支の壁が少し厚くなります。そ

うなるといっそう内腔が狭くなり、狭くなった内腔は、

ちょっとした反応でさらに狭くなって苦しくなり、この

ような気道感染を繰り返すことによって難治化するだろ

うということが想定されます。

アスピリン剤や類縁物質使用は慎重に

　難治性ぜんそくと同意義ではないのですが、アスピリ

ンぜんそくと名づけられている一群のぜんそくがありま

す。アスピリンは鎮痛抗炎症剤で、熱をさますとか、痛

みをとめたりするのに、おそらくいまでも一番よく用い

られている薬剤ではないかと思います。

　しかし、そういう薬剤を不用意に服用しますと、ぜん

そくを起こしてくる患者さんがいます。発作も非常に強

いといっていいと思います。これが成人の全ぜんそくの

10％ぐらいいるといわれています。

　これは決して免疫アレルギー的な機序で起こるわけで

はありません。アスピリンがその人にとってのアレルゲ

ンであって、抗原抗体反応によって起こってくるわけで

はなく、アスピリンそのものの生体内における作用がぜ

んそくを起こしてきます。

　アスピリンは、市販のかぜ薬にも入っていますし、わ

れわれもかぜの症状を診ますとこの種の薬を処方するわ

けです。ぜんそくの患者さんは、熱さましに使うような

薬は非常に慎重に選ぶ必要があります。

　そのほか問題なのは、アスピリンぜんそくの患者さん

は、必ずしもそういうアスピリンを初めとする鎮痛抗炎

剤のみではなく、それの類縁物質、たとえば食品とか、

全く関係のないような薬剤の中にも含まれている添加物

に対しても反応を起こしてきます。

　有名なものでは、タートラジンがあり、黄色4号とい

う名前がついていて、食品添加物の黄色の色素ですが、

こういうものでもアスピリンぜんそくの患者さんは確実

に反応を起こしてくるとされています。ほかに安息香酸

ナトリウムで、これは防腐剤として食品に使われていま

す。

　そのほかにも、疑わしいものとして、ベンジールアル
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コールがあります。これは食品の香料、あるいは注射薬

の無痛化剤としても使われています。ほかにパラベン類

で、これは防腐剤です。そのほかサンセットイエローと

いわれている黄色5号、赤色2号、赤色102号といった、

食品に使われる色素などでも反応を起こします。

　つまりアスピリンぜんそくのある患者さんが、そうい

うものが使われている食品を知らずに食べることによっ

て絶えず刺激を受け、そのために年がら年じゅう発作を

起こしているという状態が考えられるわけです。

気管支拡張剤等を十分に試みる

　難治化の大きな原因については、われわれ医師のほうにも反
省が必要なのですが、ひとつは初期治療に原因する部分がある
のではないかと思います。たとえば、ステロイドですが、これ
は非常に切れ味のいい対症療法薬です。したがって、めんどう
なことをいわずステロイドを出してしまえば症状が取れ、患者
さんからは感謝をされるとか、仕事が休めないからと、ステロ
イドを要求され、社会的適応だというので出してしまうという
ことがあります。
　ステロイドを投与する前に、ほかの療法でコントロールでき
ないかという試みを最大限やってみた後に、どうしてもだめだ
から出すというステロイドは仕方がないと思います。ステロイ
ドは確かに副作用があり、ステロイド依存性ぜんそくは、即、
難治性ぜんそくというような、こわいイメージがありますが、
ぜんそくの治療にはどうしても必要な薬です。しかし、その使
用については、十分慎重でなければならないと思います。
　まずステロイドを使う前に、気管支拡張剤を十分量使ったか
どうかということで、拡張剤でもβ刺激剤の場合は商品名が、
イノリン、ベネトリン、ブリカニール、メプチン、ホクナリン
などがあり、キサンチン（テオフィリン）製剤ではネオフィリ
ン、テオコリン、テオドールといったものがあります。
　特にキサンチン製剤では、RTC 療法（ランド・ザ・クロック）
という使い方があります。テオフィリンが生体の中で気管支拡
張剤として働くためには、一定の血中濃度が必要だといわれて
います。これが約10 ～ 20㎍ /ml ぐらいあれば十分な効果が
期待できるということです。特にテオドールは徐放性であり、
一定時間ごとに一定量を服用するという飲み方で24時間、血
中有効濃度に保たせようという使い方です。まず、そういうこ
とを試みてはどうかということです。
　これらの薬の飲み方は、朝、昼、晩と出された場合、夕食後
にすぐ飲んでしまえば、朝までの長い時間、たとえば10時間
以上も飲まずにいることになり、どうしても少しずつ血中濃度
が下がり、どこかで有効血中濃度から落ちてしまって、発作を
起こしてくることがあります。したがって3回出された場合に
は8時間ごとに飲むようにし、4回出されれば6時間ごとに飲
むのが一番好ましいことです。

予防薬の併用やステロイド剤の吸入を試みる

　そのような気管支拡張薬だけではなく、抗アレルギー剤もい
まはいろいろ発売されています。商品名ではリザベン、ザジテ
ン、最近出てきたアゼプチン、かなり歴史のあるインタールな
どです。そういった抗アレルギー剤をきっちり投与して、十分
な時間効果を見るということも大切だと思います。
　また、同じステロイドでもベクロメサゾン（ベコタイドやア
ルデシン）という予防的に働く吸入薬ですが、こういうものを
トライしてみたかどうかということも大切です。
　この薬について説明してもわからず、いくら吸入しても発作
が楽にならないからやめたという患者さんがいますが、これは
発作をおさめる薬ではなく、予防する薬です。したがって、医
師の指示どおり時間を決め吸入回数を守って、きっちり使わな
ければ意味がありません。ステロイドを内服する前に、そうい
うものをきちんと使ってみたかどうかをチックする必要がある
と思います。
　また体質改善といわれる変調療法など、減感作療法を含めて
根治療法を試み、何とかして、状態を良いほうにもっていって、
使う薬の量を減らすように工夫してみたらどうでしょうか。根
治療法もせず、気管支拡張剤もろくに飲まず、いきなりステロ
イドを使っていないかということです。

ステロイド依存から離脱をはかるために

　最後に、現在ステロイドを使っている方がステロイドを離れ
る場合についてです。患者さんの中には、ステロイドはこわい
ものだと聞いたために、自分でやめてしまう方、あるいは外来
に来て、これはどうしても嫌だと言う方がいます。しかし、前
にも述べましたように、ステロイドを長期投与していることに
よって、体のストレスに対する反応性が非常に低下しています。
したがって、体の中でつくられるステロイドが足りない状態に
なっているときに、いきなりこれを切ってしまうのは危険です。
　ステロイドを切りたいと思ったら、単にステロイドを減らし
ていくだけでは、当然症状が悪化します。また、ステロイド以
外の治療を十分行わず、いきなりこの薬を使っているような方
であれば、なおさら、それ以外の治療を行い、症状をコントロー
ルしながら一方で切っていくことが大切です。

トピックス

ステロイドを使用する前に 国立相模原病院呼吸器科医長　長 谷 川 眞 紀 先 生

あおぞら第184号（昭和62年）より
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（1）抗アレルギー剤

原因療法薬として考えられる抗アレルギー剤

　原因療法として、まずアトピー型ですが、これは遺伝

素因が著明で、アレルゲンが原因になって起こります。

つまり、このアレルゲンとの闘いですから、これを制圧

するにはどうしたらよいかということになります。たと

えば、ソバアレルギーはソバで激烈な発作を起こします。

ときとして意識がなくなったり、死亡したりするような

激しい場合があります。しかし、ソバがアレルゲンであ

る場合には、一生ソバを食べなければ、あるいはソバ粉

を吸い込んだりするようなことを避ければ、一生病気は

起きなくて済むわけで、非常に簡単であります。つまり、

明らかなアレルゲンがあるならば、その除去をする、あ

るいはアレルゲンからの回避をはかる、こういうことが

基礎になります。しかし、患者さんの70％を占めるよ

うな、ハウスダスト、あるいはこの中に含まれているダ

ニ、ハウスダストの抗原性の90％はチリダニによって

起きているといわれていますが、このようなものですと、

花粉と同じ微少なもので、なかなか避けることができま

せん。そこで、それに対する抵抗力をつけなければいけ

ないので、免疫（減感作）療法が必要となります。

　ところが、そういう抗原がはっきりしないぜんそくの

方もあります。そういう方には、非特異的な変調療法が

あります。これにはヒス

タグロビンといって、人

のガンマグロビリンとヒ

スタミンを結合させた製

剤や、金製剤、あるいは

細菌のワクチン製剤など

を用いるものです。これ

は、また、減感作療法が

あまり奏効しない場合にも併用してもよいし、変調療法

も2種類ぐらい併用してもよいわけです。

　また、最近ではアレルギー反応を予防する薬物による

原因療法が出てきました。それは、インタール、ソザベ

ン、ザジデンという薬剤です。

　アレルギー反応が起きますと、ヒスタミンとか、

SRSIA と呼ばれているロイコトリエン、C4、D4、E4と

いわれるものが産生され、それらが気管平滑筋に作用し

て収縮させる、あるいは腺分泌を高めたり、血管を拡張

して、気管支粘膜を腫脹させ、内腔を閉塞してしまうの

です。抗アレルギー薬は、こういう作用を抑えてしまい

ます。このような治療剤を続けますと、症状が起き難く

なってしまいます。これらの予防薬をアトピータイプの

方に使っていきますと、大体70％近い効果が出てきま

す。アレルギーの原因に作用する薬であるということか

ら、原因療法薬として考えてもいいのではないかと思い

ます。この種類の薬物はこれからますます増えてまいり

ます。

　
減感作療法の効果は時間をかけないとわからない

　減感作療法の問題点は、いろんな減感作がありますが、

最も有効なのはハウスダストの減感作です。ところが、

花粉類になりますと、スギの花粉でもそうですが、同じ

減感作をしても、ショックやアレルギー反応を起こす危

険性がときにあること。それから、有効率がホコリほど

よくない。ホコリですと大体70％～ 80％に効果が出ま

すが、花粉ですとそれほどは出ません。しかも、効果が

出るまでの時間が非常に長くかかります。ホコリですと

大体3 ヵ月ぐらいで効果があらわれてきます。いずれに

しても、減感作というのは時間をかけないと、ほんとに

自分の体に合って効果が出てくるものかどうか、という

ことがわからないわけですね。ところが抗アレルギー剤

あおぞら第169号・第170号（昭和60年・61年）より

社会福祉法人あそか病院顧問、（前）同愛記念病院内科医長
渡 辺 勝 之 延 先 生

気管支ぜんそく治療の最新3つのポイント
 抗アレルギー剤／気管支拡張剤／吸入療法

渡 辺 先 生
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は、早いもので

大体2 ～ 3週、

普通では4週

ぐらいから効

果が出てきま

す。インター

ルは、直接気道に吸入しますので、早いものでは1週間

ぐらいで効果が出てきます。

（2）気管支拡張剤

第Ⅲ世代のβ刺激剤は持続時間が長く
心臓刺激の副作用が少ない

　発作を抑制する気管支拡張剤には2種類あり、交感神

経のβレセプターに働くβ刺激剤と、キサンチン製剤が

あります。そしてこのふたつを併用すると効果が増強し

ます。

　β刺激剤は、ボスミン、（アドレナリン）、エフェドリ

ン、イソプロテレノール、アロテック、イノリン、ベネ

トリン、といったものが知られています。ところが、だ

んだんこの領域でも、持続時間が長くて、心臓刺激など

の副作用が少なくて効果がよい薬物が出てきました。

1976年以降に製造され、臨床に応用されるようになっ

たβ刺激剤を、第Ⅲ世代のβ刺激剤と呼ぼうというよう

な意見が出まして、一応新しいβ刺激剤のことを第Ⅲ世

代のβ刺激剤というようにいわれています。これに属す

る薬の種類は、メプチン、ホクナリン、エキシレール、

最近出たのはベロテックでさらにクレンブテロールと

か、BD40A というようなものが近く出てまいります。

　その特徴は、第Ⅱ世代のサルブタモールの呼吸機能改

善度と比較してみますと、気管支拡張用の持続が大体5

時間ぐらいですが、第Ⅲ世代を使いますと、8時間から

10時間ぐらい効いています。ですから、特に発作は夜

間から朝方にかけて出やすいので、その予防に非常に有

効です。それから、服薬するのにも、毎食後3回飲む必

要がなく、朝起きたときと寝る前に、1日2回ぐらいの

服用で済むのが多いのです。それからもうひとつは、非

常に心臓刺激作用が少ないものですから、動悸がしてと

ても飲めないというようなことがなくなってきました。

またリザベン、ザジテン、インタールなどと一緒に併用

すると、アトピータイプの人には非常にメリットがある

と思います。

最近のキサンチン系製剤は有効血中濃度を長く維持する

　キサンチン系剤の薬剤の、一番ポピュラーなものはネ

オフィリンですが、これの持続製剤として、従来からテ

オナ、アストモリジン D といった薬剤がありますが、

最近出てきたのはテオドールです。これは血中テオフィ

リンの有効濃度を長く維持する薬剤で、成分はおなじで

すが、これとβ刺激剤と併用しまと非常に有効です。し

たがって、テオドールとホクナリンあるいはエキシレー

ルを朝併用し、また寝る前に併用することによって（軽

い方はどちらか一方でよい）より効果的なコントロール

ができるでしょう。またこの薬物は静脈注射とか点滴に

使われます。これは、注射あるいは点滴をしますと、血

中濃度が一瞬高くなってきますが、血中に入った薬剤は

どんどん腎臓その他を通して排泄されていきますから、

まもなく濃度が下がります。テオドールは持続性の内服

錠ですから、服用法によって一定の有効濃度に達したあ

と、それを持続することができます。キサンチンの有効

血中濃度は大体10μg/ml から、20μg/ml です。

RTC 療法

　発作が起きているときに、まず最初に、側管からネオ

フィリンを入れて、その後点滴を持続することがよく行

われますが、テオドールを、その後に飲ませますと、テ

オフィリンの有効濃度を持続することができますから、

非常に効果がよいわけです。血液のテオフィリン濃度を

調べながら、有効濃度を持続させて、常に発作の防止を

はかる、あるいは出ている発作を抑えてしまうというこ

とを RTC 療法といいます。

　RTC 療法というのは、ラウンド・ザ・クロック、い

わゆる四六時中、有効濃度を持続させるという意味です。

実際はテオドールを飲ませても、成人の場合、10μg/

ml から20μg/ml の範囲を持続するということは、かな

りの量を飲まないといけませんが、7から8μg/ml ぐら

いの濃度でも効果が出ます。大体このぐらいの濃度を持

続できれば、少し具合が悪い場合はネオフィリンを追加

するとすぐ濃度が上りますから発作が強くなってもすぐ

対応できるというメリットがあります。しかも、それで

不十分な場合は、β刺激剤と併用することもできますし、
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あるいはテオドールとリザベンあるいはザシデンと併用

して、コントロールする場合も考えられるわけです。

（3）吸入療法

持続使用により発作の予防やコントロールに有用

　吸入療法ですが、昔はメジへクーイソ、アロテック、

セダンゾール、ストメリンなどの吸入剤がありました。

こういう種類の薬剤は心臓作用が強く、使いすぎると心

臓障害を起こしてよくないという問題が出てきまして乱

用は避け、なるべく使用頻度を少なくしたほうがよいと

いわれています。

　しかし最近、サルブタモール（第Ⅱ世代のサルブタモー

ルというβ刺激剤）の吸入は、発作があってもなくても、

1日3回ないし4回、1ないし2吸入宛使用すると発作の

予防やコントロールに有用であることがわかりました。

この方法は、イギリスなどでは以前より用いられていま

した。我が国でも非常によい臨床結果が出てきました。

この薬物は、第 I 世代のイソプロテレノールと違って、

心臓作用が非常に少なくなっていますから、朝、昼、晩、

寝る前の1日4回、1 ～ 2回ずつ毎日コンスタントに吸

入しておくと、かなり病状が安定してくるということが

わかってきました。しかも、内服薬と違うメリットは、

1. 吸入するとすぐ効く。

2. 体に入る薬剤の量が内服に比して10 ～ 20分の1で

済む。

3. 携帯に便利で、いつでも、外出先などでも吸入で

きる。

4. 夜間でも枕もとに置いておくと、苦しいときに目

がさめたらぱっと吸える。

などです。

　最近登場したベロテックは、第Ⅲ世代のβ刺激剤に属

する、非常に持続効果のある、副作用の少ないβ刺激剤

です。したがって2 ～ 3回の吸入でもよいのではないか

と考えています。

　
超音波ネブライザー

　もうひとつの、吸入療法には、家庭で使うネブライザー

があります。昔はコンプレッサー式の噴出圧の強い、か

なり騒音の出るものを使っていましたが、最近では超音

波式のネブライザーが出回ってきました。これは音も極

めて少なく一度に吸入する液体の量をかなり多くするこ

とができます。したがって、その中にステロイドの必要

な場合に、ステロイドホルモンを入れたり、抗生物質を

入れたりして、使うのにも適しています。一般家庭でこ

れを備えていますと、痰の多いタイプの慢性感染型のぜ

んそくの方は、気管支を拡げて呼吸を楽にするだけでな

くて、痰を切るのに非常に有効です。また、吸入用薬物

としては、昔はボスミンを使っていましたが、血圧が上

がったり、動悸がしたり、いろいろな副作用が出やすい

欠点がありましたが、ベネトリンの吸入薬を使いますと、

刺激も非常に少なくなります。最近はこういった吸入療

法が見直されてきまして、今まであまり吸わないように

と注意されていた吸入療法も、積極的に使うとよいとい

うことになってきました。

アトロベント

　気管支拡張剤は、β刺激剤とテオフィリンなどのキサ

ンチン製剤の2種類であったのが最近、アトロベントと

いうアトロピンの誘導体が出てきています。これはどう

いう薬かといいますと、迷走神経（副交感神経）の作用

を抑制する作用があります。たとえば、煙を吸う、刺激

性のガス体を吸う、ほこりを吸うと反射的に咳が出ます。

これは気管支の粘膜に刺激受容体というレセプターが

あって、迷走神経の末端です。レセプターに刺激が及び

ますと、延髄の呼吸中枢の近くにある咳嗽中枢にその刺

激が伝達され、反射的に気管支が収縮します。そして咳

が出ます。

　こういう咳の発現にこの迷走神経は関係しているわけ

です。ところが、この気道の収縮は、アレルギー反応の

結果出てきます。ヒスタミンなどの収縮の強度と持続性

に比べますと、はるかに強いものです。公害の原因とな

る大気汚染物質である、SOx、NOx 粉塵など気道を刺激

する有害物質によって起きる刺激は、この迷走神経末端

の刺激受容体を通して中枢を介する気道の収縮を出しま

すから、非常に強い閉塞症状が出ることが想像されるわ

けです。

　この迷走神経の末端の受容体で刺激の伝達を遮断し、

気道収縮を緩解させます。この機序は、β刺激剤が交感

神経のβ受容体を介して気道を開くのと全く別なルート

で気道を開くわけですから、両者を併用するという治療
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法が考えられるわけです。

　実際にアトロベントを使ってみますと、アトピー型ぜ

んそくの方には何となく切れ味が悪いようです。ところ

が、慢性感染型のぜんそく患者さんや、慢性気管支炎の

患者さんはむしろアトロベントの方を好む傾向がありま

す。慢性感染型の方、慢性気管支炎の方は非常に痰が多

く、気道の攣縮もありますが、気道粘膜における慢性の

炎症のために、粘液分泌が多くなります。

　アトロベントには、分泌の抑制作用もあると考えられ、

それでわりにすっきりするような傾向があるのではない

かと想像しています。

トピックス

閉塞が伴うような重いぜんそくに有効

　この温泉研究所に入院してから肺機能がどれ
だけ改善されたか、3 ヵ月前と後との比較では、
普通の肺活量の方はあまり差がありません。し
かし症状の悪かった人達の比較では分時最大換
気量、最大中間呼吸流量などの呼吸指数に、明
らかな改善がみられます。
　ぜんそくというのは、大体閉塞型の換気障害
を示します。もっと分かりやすく述べますと、
気道が狭くなっているから息を吐き出そうとし
ても、早く息を出せないのです。この研究所で
の療法が、そういう症状の改善をもたらしてい
るということになります。これらの治療後の成
績から谷崎教授は、この療法が細気管支の障害
を示す患者に有効だという結論を出していま
す。
　さて、この温泉研究所では、ぜんそく患者を
気管支攣縮型、分泌型（1日の喀痰量100ml
以上という多い量）、細気管支閉塞型、の3つ
に分けて比べてみましたが、この温泉療法は、
細気管支型に一番効果があったというデータが
得られました。従って、この療法は、むしろ症
状の重いほうのぜんそくによく効いていること
になります。
　この温泉では水泳のみかいろいろな療法を
行っていますが、ではこの療法がどういうふう
に効くのかという点について、谷崎教授（注）に
伺ってみました。

　それによると、「痰の排出をよくする」、「ぜ
んそくの場合は気管支粘膜が侵されているの
で、その粘膜修復を高めるだろう」という2つ
の点と、ぜんそくが良くなってきますと、ステ
ロイド剤が要らなくなるので、与えるのをやめ
てから、実際に血中のコーチゾール（体内でつ
くるステロイド）の高さを計ってみますと、患
者さんによっては初めは非常に低かったのが、
2、3 ヵ月の治療中に正常に戻ったという例も
あるそうです。
　これは何年か前にもお話をいたしましたが、
ラドンの入っている温泉の特徴の一つに副腎刺
激ということがあり、副腎のホルモン分泌が改
善されるので、ぜんそくによいのではないか、
というのが、現在のこういう温泉療法の効果で
あります。
　実は、このほかに私は、気道の反応過敏性な
ども多分落ちてくるのではないかと推測してい
ます。この療法をアトピー性とそうでない患者
さんとに分けて検討してみると差はないと言っ
ています。従って、これは多分 IGE 型の抗体
などとは関係なく効果があるのではないかと思
います。いずれにしても、ぜんそくの温泉プー
ルによる水泳訓練というのは、世界中でまだ行
われていません。従って私は、これが温泉浴以
外にも良い効果をもたらすならば、さらに検討
して、必要に応じて皆様にも利用していただい
たらよいのではないかと思い、きょうご紹介申
し上げた次第です。

ぜんそくの鍛練療法など
東京大学名誉教授、埼玉医科大学名誉教授、日本温泉協会会長

　大 島 良 雄 先 生

あおぞら第194号（昭和63年）より

（注）岡山大学温泉研究所

大島先生
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内服薬の20分の1の薬量でも効果は劣らない

　吸入薬のレギュラーユース（定期的に規則正しく使う）

について述べたいと思います。

　吸入薬のサルタノールとかベロテック、メプチンなど

は内服薬と比較して効果が劣るかというと決して劣りま

せん。たとえばヒスタミンを吸入させて、ぜんそくを誘

発させます。そこに各種の吸入薬を使った実験例で説明

をしますと、アロテックの吸入薬は約4時間ぐらい効果

があります。メジヘラーの場合は、即時的に効果が出ま

すが、大体2時間ぐらいで作用がなくなります。またメ

ジヘラーは、第1世代といわれる薬剤なので、あまり持

続性がありません。

　サルタノールは約4、5時間ぐらいの効果があります。

ところが、ベロテックの場合は約7時間ぐらい効果が出

ています。というように吸入薬でもかなり効くという実

例を示しています。

　たとえば、ネオフィリンの静脈注射をした場合には、

直ちに血中濃度が上昇し、気管支拡張効果も即時的にあ

らわれてきますし、肺活量も改善されてきますが、約4

時間たつと、ゼ口に近くなり効果が消失します。

　錠剤を内服した場合の例では、約2時間ぐらいたって

効果のピークに達して、しだいに落ちてくるという状態

です。

　ところが、吸入薬を吸入した場合には静脈注射ほどで

はないが、効果が速やかで、気管支拡張効果のピークも、

内服薬に劣らないレベルまで回復して、しかも内服薬と

同じぐらい持続効果があります。

　吸入薬のもうひとつの特徴は、サルタノールの場合、

錠剤ですと1錠が2mg で、成人の場合には1回に2錠で

4mg を飲むわけです。サルタノールの吸入薬は1回が

100μg ですから、1回の吸入量が1錠の20分の1です。

したがって、2錠飲むのに比較しますと40分の1になり

ます。

　しかも、錠剤と同じぐらいの効果があり、持続時間も

錠剤と比べて決して劣らないというメリットがありま

す。当然、量が少ないから心臓などに対する副作用も問

題にならないわけです。

　ですから、妊娠中の方で胎児に対する薬の影響を心配

される方などは、吸入薬のレギュラーユース療法は適切

な治療法ではないかと思います。

　また、以前はメジヘラーイソという吸入薬があり、今

も人によっては切れ味がよいので使用されていますが、

これは第1世代のβ刺激剤で、気管支を拡張するととも

に、心臓にも動悸などの刺激作用をあらわしました。

　そこで厚生省は、この薬が濫用されないよう、吸入器

1本の薬用量を3分の1に減らすよう規制し、しかもド

クターの指示書がなければ売らないことを決めました。

　今の第2、第3世代のβ刺激剤は、心臓にあまり刺激

を与えず、1回に体の中に入る量は極めて少ないという

メリットがありますから、イギリスの場合は、サルタノー

ルの錠剤をあまり使わず朝、昼、晩、寝る前に、発作が

なくても定期的に使用し発作を予防するという、吸入薬

のレギュラーユースを一般的に行って、発作のコント

ロールに役立てています。

　日本人の場合は、薬が好きで、何か飲まないと、効果

が出ないように思われているという面がありますが、こ

のような吸入薬のレギュラーユースというような使い方

をしてみるのも大変よいのではないかと思います。

　たとえば、サルタノールを使用した例では吸入をして、

10分以内には80％から90％の最大拡張効果が得られま

す。また肺の末梢気道に達する1回の吸入薬の量は約8％

ぐらいで、あとは口の中の粘膜などに付着してしまいま

す。

　したがって、前のほうで述べたように1回の吸入薬量

は内服薬の20分の1だと説明しましたが、吸入薬の使用

あおぞら第214号（平成元年）より

社会福祉法人あそか病院院長
渡 辺 勝 之 延 先 生

ぜんそく治療の実際～吸入薬のレギュラーユース～
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後、口の中をゆすげば、実際に肺の中まで入る量は吸入

したうちの約8％ぐらいしか入っていないという、ごく

わずかな量で同じ効果が得られるというわけです。

　吸入が上手にできないとか、刺激になりやすい方はス

ペーサを使って、また、吸入薬の仕方が大変下手な方が

いますが、シュッと吸入するとかえって刺激になってむ

せてしまう。そういう方は、スペーサというのを使って

吸入するとよいと思います。このスペーサは、プラス

ティックできちんとしたものが作られているようです

が、まだ正式には売り出されていません。

　しかし原理としては、ボール紙のようなもので、15

センチぐらいの長さのものを筒状にまるめ、その紙筒の

一端を口に当て、もう一方の端より吸入剤を内腔に噴射

し、吸入をしますと刺激も少なく効果もあまり変わりま

せん。

　吸入薬を直接口の中へ入れるよりもスペーサの中を通

して吹き出させると粒子が均一になって、それを吸い込

むと非常に効率がよく、あまりむだになりません。

　特にステロイド剤の入ったベコタイドやアルデシンな

どはときに刺激が強いので、このようなスペーサを使っ

て、吸入しますと、ソフトに使用でき、いままで刺激が

強過ぎて使いにくかった方も使えるようになり、この吸

入薬の恩恵に浴することができると思います。

レギュラーユースは発作を未然に防ぐというのが目的

　最後にサルタノールを使用した46歳の男性の実例を

申し上げます。この方は以前より、キサンチン系とホク

ナリンなど（β刺激剤）の気管支拡張剤と去痰剤を飲ん

でいました。しかし、小発作、中発作、大発作が出るな

ど、なかなか状態が安定しませんでした。

　したがって、ある時期

からサルタノールのレ

ギュラーユースを、1回2

吸入で、1日4回使用し

ました。

　すると、最初のうちは

少し発作が残りました

が、第1週の終わりごろ

から2週目にかけて小発

作になり、この吸入薬を使い続けるうちにしだいに小発

作もなくなり、喘鳴だけが少し残るというていどに改善

されました。

　その後、徐々にサルタノールの吸入回数も減らしてい

ますが、経過は順調です。

　これは前に述べましたように、発作を起こすたびに気

管に炎症がおこり、また発作を悪化させるという悪循環

を未然に抑制したために、しだいに発作が減り安定して

きたという例です。

　ネオフィリンの RTC 療法とか、サルタノールのよう

な吸入薬のレギュラーユースは、新しい治療法として皆

さんの間に広まってきましたが、その原理を考えると、

一度発作を起こしたら、次の発作が起こりやすくなって

しまうので、なるべくそれを起こさぬよう、未然に防ぎ

たいというのが本当の目的であり、またそれをしないと

本当によくならないということを述べたかったのです。

　時間がなくなりましたので、お話がいささかしり切れ

トンボみたいになりましたが、私のいわんとする趣旨を、

よくお考えいただいて、何とか1日も早く元気になって

いただきたいと思います。

渡 辺 先 生
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家庭ではお母さんが医師

　最初に皆様方にお話しをしなければならないのは、ぜ

んそくという病気は子供も成人も経過が大変長い病気で

あるという点で、問題になるわけです。子供の場合には、

いくら経過が長くても成人になったときには病気が残ら

ないようにしたい、というのが私たちの治療の大きな目

的であります。

　発作時に用いる薬は大変有効でありますが、使わなく

ても経過がいいようにしたいと考えているわけです。子

供のぜんそくは、統計的には大体7、80％は成人になる

となくなるといわれております。しかも、その7、80％

の治る子供でも良くなる時期が小学校の5、6年から中

学2年ぐらいの年齢で自然に変わってくるということで

す。

　したがって、この良くなる時期をなるべく早くしてあ

げて、日常生活に影響ないようにすることと、成人に残

らないようにすることが、治療の一番大きな目的であり

ます。

　治療方法に関しては、内科と小児科で特に大きな変わ

りがあるわけではありません。しかし、大人は自分自身

で薬を飲んで治療をしていますから、この薬を飲んだら

ちょっと動悸が激しいとか、手が振えるとかを自分で判

断して上手に治療することができます。

　小児の場合には、子供自身に薬を持たしてやるという

ことは、大変に危険なことです。なぜかといいますと、

子供は動悸があるなど薬の副作用について聞かなければ

あまり訴えないように、薬を上手に使うことは不可能で

す。

　ある日大きな発作を起こしますと、充分に考えること

もできず、今までよかった薬をあまり効果がないのに何

遍も使って、たとえば吸入薬を何遍も吸入して事故を起

こすことになります。すなわち小児は成人と異なり、お

母さんなどの家族が治療してあげることが大切になりま

す。子供がお母さんの前で発作を起こしますとたとえ軽

くても、お母さんはびっくりなさって薬をあげるかも知

れません。しかし、外で遊んでいるときにちょっと苦し

くなった程度では休めば治ってしまうので子供は帰って

きてもお母さんにはいわないでしょう。

　このように薬を使った方がよいかどうか、運動させて

も大丈夫かどうかなど、あらゆる状況を判断して、お父

さん、お母さんは治療を上手にしてあげることが大切で

す。すなわち、家庭ではお父さん、お母さんにお医者さ

んになっていただかないとなりません。

　私たち医師がこういうことがいいですよ、こういう治

療をやりましょう、こんな薬を飲ましてくださいといっ

ても、飲ましていただくのは大体が夜中とか早朝ですか

ら、極端なことをいいますと、お母さん方に全部、お医

者さんの指示どおりやっていただかなければなりませ

ん。

　しかも、学校で運動会の練習があるとか、今日は水泳

があるとか、あるいは遠足に行くとか、これはやっては

いけない、これはやらせようという日常生活の指導も、

本来なら私たち医師が考えてやらなければならないので

すが、実際にはお母さんからその指示が出ることになり

ます。そのお医者さんであるお母さんが子供の前、つま

り患者の前で“困ったさあどうしよう”と不安な顔を見

せたらどうでしょうか。患者さんはよけい困ってしまい

ます。私たち医師でも、重症な患者さんを診たときには

「これはちょっと気をつけなきゃいかんぞ」と若い先生

方にいっても、患者さんの前では、「今、治療している

ので、もう少しすると楽になるから頑張りなさい」と患

者さんをはげまします。「あなたのは重いですよ」、

「ちょっと心配ですよ」、といわれたら、患者さんはます

ます不安になりたまったものではないでしょう。これは

きわめて重要な影響の多い点です。

あおぞら第162号（昭和60年）より

帝京大学医学部小児科助教授、日本臨床アレルギー研究所副所長
高 嶋 宏 哉 先 生

小児期の気管支喘息
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　お母さん、お父さんは家庭では患者に対する医師の役

割を持たなければならないという点だけは、しっかり認

識していただきたいと思います。

薬の名前だけは知ってほしい

　大人と違って、慢性型ぜんそくは、子供の場合にはき

わめて少なくアトピー型といわれる発作型のぜんそくが

多いわけであります。

　たとえば発作を止める気管支拡張剤を用いる場合に

も、発作のない間歇期からずうっと使って、発作を起こ

さないようにしておいた方がいいという子供はほとんど

まれであります。

　ところが、どこかでずっと使っていた方がよいという

話を聞いたりしますと、早速その話にとびついて自分の

子供に合ったやり方をしっかり理解されていないという

例を見ることがあり、大変心配になります。

　お医者さんであるお母さんに第一にお願いしたいこと

は、使っているお薬の名前をぜひ知っておいてほしいと

いう点であります。

　このように申しますと、いや、うちの先生はこわくて

教えてくれないから、という話を聞くこともありますが、

名前は知らなくとも使い方の要点はぜひ知っておいてく

ださい。

　そして薬を使った後の子供のぜんそくの治り方を見な

がら上手な薬の使い方の勉強をして欲しいのです。私た

ち医師もそうですが、初めて患者さんを拝見したときは、

それぞれの経過、病状が違いますので、患者さんで勉強

させていただくつもりでいつもいます。

反応しやすい気道に影響する化学的伝達物質を
抑えることで治療する抗アレルギー剤

　ぜんそくというのは、大人も同じですが、アレルギー

が中心にあるわけですが、もっと中心にありますのは、

反応しやすい気道を持っているということにあります。

　すなわち、アレルギー反応によって気道に増えたヒス

タミンなどの化学的伝達物質が、反応しやすい気道に影

響して気道の収縮、つまり発作

を起こすことになります。

　したがって何もアレルギー反

応がなくてもぜんそく発作は起

こることがあります。たとえば

花火の煙をまともに吸ってし

まったために発作を起こしたり、

マラソンや階段を急に駆け上る

などの運動をしたときにも発作

が起こります。これは直接に反応しやすい気道に直接誘

因として影響して発作が起こるわけで、運動したために

アレルギー反応が起きたわけではありません。

　このような誘因にも大発作を起こしやすいものとそう

でないものとがあるように思えます。運動によって誘い

出された発作は、なかなか大発作にはなりません。大抵

10 ～ 30分位しずかにしていれば治ってしまい、入院騒

ぎなるようなことはありません。

　しかし、花火の煙をまともに吸いこんで起こった発作

は、ときには病院に駆け込んで治療をうける程の強い発

作になることがあります。

　このように考えてみますと、ぜんそくの治療は、この

ような因子に反応し難くなるような気道―正常な気道は

反応し難いーに変えるような治療があればぜんそくの患

者さんにとってこれ以上の福音はありません。しかし、

反応しやすい気道に何故なるのかが残念ですが未だ充分

に解明されていないのが現状です。

　しかし、最近は抗アレルギー剤（インタール・リザベ

ン・サヂテン）が新たにぜんそく予防薬として登場し話

題になっています。この薬はアレルギー反応のために気

道に増えるヒスタミンなどの化学的伝達物質を増えない

ように抑制して、反応しやすい気道に影響しないように

してやろう、すなわち、発作が起こらないように予防し

てやろうという目的で用いられる薬剤です。

　発作時に用いる気管支拡張剤は反応して狭くなった気

道を拡げて楽にすることが目的ですから、同じ飲み薬で

も、目的が全く違うわけです。

高 嶋 先 生
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水泳は発作を起こしにくい運動のひとつ

　ぜんそくという病気は、運動をしなければ非能率的な

呼吸がますます目立つようになる、しかし運動をさせる

と発作が起こるという、全く矛盾した問題をどう工夫し

たらよいでしょうか。

　きわめて軽いぜんそく児に運動をさせても発作は起こ

らないことが多いのですが、大部分のぜんそく児は運動

後に発作を起こします。

　したがって小児の場合、病気が重いか軽いかを判定す

るときに、ある一定の運動を加え、どの程度の発作が起

こるかを、参考にすることもあるくらいです。

　このように、運動をすれば発作が起こりやすい子供に

運動をさせて呼吸筋を鍛練し、能率のよい呼吸運動にす

るためには、実際にどうしたらよいかを具体的にお話し

たいと思います。

　第一に、運動の種類によって、発作を起こしやすいも

のと、起こしにくいものがあれば、起こしにくい運動か

ら始めればよいのではないでしょうか。確かに、運動に

はこのような違いがみられます。

　発作を起こしやすい運動には、マラソンなどのランニ

ングが筆頭にあげられます。また、起こしにくい運動に

は水泳があります。

　このようなことから、ぜんそくには水泳が向いている

という情報がよく知られているためか、うっかりすると

水泳をするとぜんそ

くが治ると考えてい

るお母さん方がい

らっしゃるようで

す。これは誤りで、

水泳は発作を起こし

にくい運動のひとつ

であるという意味で

あり、水泳をすることによって呼吸を改善していくとい

うところに、ぜんそくに対する効用があるわけです。

　確かに水泳は発作を起こしにくい運動ですが、絶対と

いうことはありません。

　水泳部に所属しているあるぜんそく児は、25メート

ルダッシュを10回やると、10回目はやっぱり苦しくな

るといっておりました。

　つまり、水泳が発作を起こしにくく、比較的ぜんそく

に向いている理由は、水の中に入るだけである程度の圧

力を受けるため、呼吸するたびに陸上にいるより呼吸筋

を使います。ハーハーするほどに運動負荷をかけなくて

も呼吸運動の強化には大変に向いているということです。

　したがって、水泳の他にもハーハーしにくい運動（私

たちは過呼吸になりにくい運動といいます）、例えばボー

トを漕ぐとか、自転車に乗るとか、スキーをするなどの

運動は発作を起こしません。100メートルダッシュのよ

うに短時間の運動も、マラソンのように長時間の運動に

比べればずっと発作を起こしにくいのです。

湿度が高くなると発作は起こりにくい

　水泳が発作を起こしにくい理由として、湿度の高い環

境で運動をしているという点があげられます。

　たとえば、ある一定の運動を加えるとぜんそくを起こ

すお子さんがいるとします。そのお子さんに、湿度が

100％になるように工夫したマスクをつけて同じ運動を

やらせますと、同じ運動量でも発作が起こらなくなりま

す。つまり、湿度の高いところで運動をすると、発作を

起こしにくくするという利点が水泳にはあると考えられ

ます。

鍛練は続けないと効果がない

　呼吸筋を鍛練して呼吸を能率のよいものにするために

は、運動を思いついたときだけ短期間やったからといっ

あおぞら第184号（昭和62年）より

帝京大学医学部小児科助教授、日本臨床アレルギー研究所副所長
高 嶋 宏 哉 先 生

小児ぜんそくの鍛練療法

高 嶋 先 生
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『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅱ 1979年2月〜 1989年1月

て効果があるわけでは

なく、続けなければ効

果がないという報告が

あります。

　比較的軽症のぜんそ

く児の例ですが、自分

のペースで1キロのマラソンを毎朝続けた子供がおりま

した。大変意志の堅固なお子さんで、このマラソンを1

年間続けて実施してもらいました。このお子さんと同程

度のぜんそく児で、時々一緒に走るお子さんがありまし

たが、この2人の呼吸機能が1年後にどのように変わっ

たかを見たことがあります。

　1年間続けていたお子さんの呼吸機能は、1年後には

はるかによくなり、正常に近づきましたが、それに比べ、

時々やっていたお子さんの呼吸機能は、大きな変化が出

てきませんでした。

　ここで私の強調したいことは、安静は呼吸機能の改善

のためには弊害があるということです。そこでぜんそく

児の場合に、呼吸機能をよくするためには何を目標に努

力をしたらいいかというと、呼吸筋の鍛練と強化です。

　そのためには、発作が起こりにくい運動を選び、一時

的でなく長期間続けることが大切だということです。ぜ

ひ、しっかりと記憶しておいていただきたいと思います。

運動の種類や方法は子供に決めさせましょう

　これまで、運動とぜんそくについていろいろお話をし

ましたが、運動よりもっと手軽に呼吸筋を鍛練する方法

として、腹筋の鍛練があります。おなかの上に重りをの

せ、腹式呼吸の練習をするのもひとつの方法です。また、

子供を仰臥位に寝かせ、足を押えておいて起き上りの練

習を繰り返す。あるいは、腕立て伏せをするなど、毎日

続けられる運動を選んでそれを基本にして下さい。

　そして、その上に週1回水泳をやるのもいいでしょう。

　子供が朝方咳をした、ちょっとヒューヒューといって

いたので薬を飲ませた、などのことはあまり問題にせず

に続けてほしいのです。

　たとえば、運動後、薬を飲まなければ治らないほどの

強い発作を起こす重症のお子さんがいるとします。その

お子さんが、プールに来られたときに軽い喘鳴（ヒュー

ゼーゼー）がありますと、「泳がせていいものだろうか、

やめたほうがいいだろうか」と誰でも不安に思われるで

しょう。お母さんはもっと心配されてもしかするとプー

ルサイドに連れていかないかもしれません。

　しかし、私たちは、このようなお子さんでも一度泳が

せてみます。そして、途中で時々呼吸機能を調べてみま

す。そうしますと、5分ぐらい泳いでいるうちに、呼吸

機能が少しよくなることに気づきます。

　つまり、ヒューヒューがとれてくるのです。あまり負

荷を多くすると発作が起こってきますが、軽い運動は発

作を改善するのです。

　そこで、皆様方に覚えていただきたいのは歩いてプー

ルサイドに来られる程度の状態の子供なら、泳がせても

大丈夫だということです。その場合、子供が息苦しくな

らない範囲であれば続けてよいのです。子供は苦しけれ

ば自分で中止し、安静をとります。また、安静をとれば

治ってしまいます。

　したがって、子供ができる範囲で続けてよいのです。

せっかくプールに来ても、いつでも病人の扱いしかされ

ず、結果的には、やめることにつながってしまうような

ことにはならないようにしたいものです。

　しかし、どうしてもできないときは、別の方法を考え、

ただやめることばかりに終始してはいけません。大切な

目標をすっかり忘れて、子供にますます自信を失わせる

方法はどうしてもさけたいものです。
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ぜんそくは「気道の炎症性」疾患

　私の今日のテーマは「気管支ぜんそく治療の新しい考

え方」です。

　ぜんそくの治療に関しては、昨年の6月に国際委員会

報告（インターナショナル・コンセンサス・レポート）

というのが出ましたが、抗ぜんそく薬に対する考え方が

従来とかなり変わってきておりまして、このレポートは

日本でも専門家の間に大きなインパクトを与えました。

このレポートにはぜんそくの治療に関する最近の欧米の

考え方が集約されていますので、今日は、これを中心に

お話しすることにします。

　インターナショナル・コンセンサス・レポートにおけ

るひとつの大きな特徴は、ぜんそくとは「気道の炎症性

疾患」であるという考え方が強く出てきたことです。

　ぜんそくは気管支が広範囲にわたって狭窄を起こすた

めに空気の通りが非常に悪くなり、喘鳴が起きたり、呼

吸困難が起きるわけです。気管支狭窄の原因として、従

来は気管支の平滑筋の攣縮が重要視されてきましたが、

最近では気管支の粘膜の炎症が重要視されるようになり

ました。

　気道平滑筋収縮に対しては、従来気管支拡張薬β2刺

激薬、テオフィリンや抗コリン薬などが使われておりま

したが、最近では気道の炎症という要素が重要視されて

いるために、最も抗炎症作用の強い副腎皮質ステロイド、

特に全身性投与（経口投与、注射）に比較して副作用の

少ない吸入用ステロイドの早期導入が提案されるように

なりました。

　ぜんそくの薬物療法にはいろいろな治療法がありま

す。その中でも気管支拡張薬と副腎皮質ホルモンが最も

大きな部分を占めております。気管支拡張薬では、テオ

フィリン製剤（テオロング、テオドールスロービットな

ど）とβ2刺激薬（メプチン、サルブタモール、ベネト

リン、アロテック、ベロテックなど）が最も広く用いら

れております。そのどちらを第一選択とするかが長い間

議論の的になっていました。しかし国際委員会報告では、

ぜんそくの重症度の如何を問わず、また、いかなるステー

ジにあっても吸入用β2刺激薬を第一選択とするよう提

案しております。それから、気管支ぜんそくは気道の炎

症性疾患であるから、抗炎症作用の最も強い吸入用ステ

ロイドの早期導入と、必要とあらば大量の吸入を勧めて

おります。

ピークフローメーター値で予測

　また、従来ぜんそくの病状経過は、ぜんそく日誌のよ

うな症状変化で記されていたのですが、同じくらいの気

道狭窄を起こしていても、ある患者さんは息苦しいとい

うし、ある患者さんは大したことはないという。人によっ

てその感じ方は千差万別です。それは、ある程度慢性の

気道狭窄が続くと、一種のなれが生じてその苦痛の訴え

方が異なってくるからです。

　そこで気道狭窄の程度をより客観的に把握するため

『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅲ
1989年2月～1999年1月

あおぞら第265号（平成5年）より

帝京大学医学部第二内科教授
真 野 健 次 先 生

ぜんそく治療の新しい考え方
――抗ぜんそく薬の新しい位置づけ――

（平成元年） （平成11年）
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に、国際委員会報告や今年出

ました日本アレルギー学会が

つくった「アレルギー疾患の

治療ガイドライン」も、ピー

クフローメーターの使用を勧

めております。呼気の流量を

測定しようとするのが、ピー

クフローメーターです。ピー

クフローメーターの使い方ですが、口にくわえまして大

きく息を吸い込んで一気に吐き出します。そうしますと、

針がその呼気の流速に応じて動きます。病院で行う呼吸

機能検査のように鼻をつまんでやらなくてもよいもので

すから、患者さんにはそれほどの負担はかけません。

　1回でどのくらい吹けたか、どのくらい呼気の流量を

起こすことができるかをピークフローメーターで記録す

るわけです。そうすると、最初発作が起きているときに

は、吐き出す息の量が非常に少ないですからピークフ

ローの値も非常に少ない。それで日頃自分の一番調子の

いいときのピークフローの値や、あるいは自分と同じ性

や年齢、身長を有する健常者のピークフロー値（予測値）

を知っていて、次の発作が起きたときに自分のベスト値

あるいは予測値の何％ぐらいのピークフロー値が得られ

るかによって、皆さんの気道狭窄の程度を推定しようと

するわけです。

　ぜんそくはモーニングディプ、あるいは夜間ぜんそく

といって、夜中から明け方にかけて非常に状態が悪くな

ることが多いわけです。明け方ピークフロー値が非常に

下がっていても、昼になると回復する人も多いわけです。

ピークフローが1日のうちで非常に動揺するような場合

は、決してコントロールがいいとはいえないわけです。

できればピークフローの変動率を大体15％以内におさ

めるのが望ましいわけです。こういうふうにピークフ

ローの値によってその方のぜんそくの臨床経過を知ろう

というのが、このピークフローの目的であります。

拡張薬の効果は経口より吸入薬がよい

　今度はβ2刺激薬（拡張薬）ですが、日本では経口薬

のほうが多く使われていますが、欧米では10年以上も

前から吸入薬が主体となっています。

　呼吸機能の改善は吸入の場合に最も早く、わずか1分

か2分の間に改善してきます。それに対して経口薬の場

合は時間がかかって、しかも得られる効果は吸入薬に比

べると劣る。注射は経口よりはいいけれども、吸入より

は悪い。ですからメプチン、アロテック、サルタノール

のようなβ2刺激薬は、できれば吸入薬のほうが効率的

です。

　吸入の仕方ですが、吸入は肺の奥までいかないと効果

がありません。噴射と吸入とを同調させるということが

非常に重要です。

　それでは、β2刺激薬の吸入は1日に何回まで可能か

という問題を考えてみましょう。皆さま方の中には、レ

ギュラーユースといって、β2刺激薬を1回2吸入で1日

4回の定期吸入を使われている方がいるかと思います。

これは、これまでよいとされていました。しかし今回、

国際委員会報告では、長期間にわたってこのβ2刺激薬

を使用する場合は1日に3、4回までとし、もし1日にそ

れ以上を必要とする場合には、吸入用のステロイドを加

えるように提案しております。

　その理由は、吸入用β2刺激薬のレギュラーユースを

長期間にわたって使用しますと、かえって呼吸機能が悪

化し、ぜんそくが悪化するというデータが報告されはじ

めたからです。β2刺激薬の吸入はあくまでも頓用、い

わゆる息苦しいときに頓用的に使うことを原則とすると

いうふうに変わってきました。

吸入薬はタイミングよく早めに使用

　ところで、私たちが患者さんを診ていて一番間違った

使い方をしているのは吸入のタイミングです。β2刺激

薬をあまり吸入してはかえって悪いということで、吸入

をなるべく制限しようとするあまり、吸入のタイミング

をみんな逸しております。患者さんが吸入をどこで使っ

ているかというと、ぜんそくの発作がだんだん強くなっ

ていよいよ耐えられなくなってから使っているわけで

す。そうしますと、発作の程度のほうが薬の効果よりも

強くなってしまってβ2刺激薬を少々吸入しても改善し

ません。むしろβ2刺激薬は、初期の段階で吸入すると

より効果があります。吸入薬は、少し息苦しいな、発作

が始まったなと思った初期の段階で吸入することが大切

なのです。これを誤らないようにしていただきたいと思

います。

講演中の真野先生
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吸入にはスペーサーを使用
ー吸入薬をより多く肺に入れるにはー

　いろいろなスペーサーが出ていますが、例えばインス

パイアイースというのがあります。これは薬を処方され

ると無料で患者さんが手に入れることができます。ここ

に薬をつけて噴射すると、袋の中に薬が入ってきます。

それを吸ったり吐いたり2、3回繰り返すという方法で

行います。

　スペーサーでほかにボルマチックというのがあり、薬

を中に噴射して空間に薬をためてから、ゆっくり深く1

回で吸うという方法があります。

　スペーサーを使ったほうがいいという根拠は（スライ

ドを示し）ここに端的に示されております。これは人間

の肺です。薬にアイソトープをつけて実際に薬を吸入し

てもらって、どういうところに薬が分布するかというこ

とを調べたものです。これはドイツの資料ですけれども、

スペーサーを使わないでただ単に吸入した場合は、薬の

口腔内への沈着が非常に多い…この赤いのは量が多いと

いうことです。これが嚥下されて、消化管にいき、胃で

吸収されて全身に回るということになります。肺の中に

薬をたくさん吸入させ、薬効を引き出したいわけですが、

肺の中に吸入される量は非常に少ないわけです。薬の一

噴射の80％ぐらいは口の中に沈着して、肺の中に入る

量は10％にも満たないといわれています。

　これに対して先ほど述べたいろいろな種類のスペー

サーを使うと、肺の中に吸入される量が増えることにな

り ま す。 ス ペ ー

サーを使用しても

口腔内沈着は残り

ますが、なしの場合

に比べると非常に

少なくなります。

このように、肺の中に吸入される量が増えて効率がよく

なる点、口腔内沈着が減ってステロイドの副作用を減ら

すという点で、スペーサーを使用することは有用なわけ

です。

吸入療法と全身投与の相違

　もう少し具体的に、スペーサー使用の利点についてお

話しします。スペーサーを使わない場合と使った場合を

比較しますと、使った場合のほうが大体2倍から3倍量

肺の中に入るということがわかっています。

　スペーサーを使用した場合、より多くの吸入薬が気道

肺に入り、全身に分布される量はより少なくなるわけで

す。全身に全く吸収されないというわけではありません。

しかしその量は非常に少ないものですから、身体に吸収

されて血流を通して肝臓を通るときにステロイドとして

の薬の活性は不活性化され、その結果、全身に対するス

テロイドの作用はほとんど出てこないという利点をもっ

ているわけです。

　それに対して、内服や注射でステロイドを投与した場

合は、全身に薬が行きわたります。全身にステロイドを

効かせたいというような場合は、これは吸入ではだめな

わけで、内服とか静注をしなければなりません。ぜんそ

くでも非常に重い方、あるいは急性発作で薬が飲めない、

あるいは吸入ではなかなか肺に入っていかないような場

合には、内服あるいは注射する必要があるわけです。そ

ういう場合は薬が身体全体に回りますから、それが長期

になれば、副作用を懸念しなければいけないことになり

ます。

　ただし、これが短期間であれば、みなさんが懸念され

るような副作用は心配しなくてよいということを申しあ

げておきたいと思います。短期間というのは2週間ぐら

いです。2週間ぐらいの全身投与、これをそう恐れるこ

とはないということです。これを恐れるがゆえに、ぜん

あおぞら第320号（平成10年）より

国立国際医療センター第三病棟部長
工 藤 宏 一 郎 先 生

ぜんそくの薬物療法について
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そく死とか、ぜんそくがよく治らないというような事態

を招いていることが多々あるようです。長期間連用の場

合は副作用のことを考えなければいけませんが、いずれ

にしても、吸入と全身の投与には、このような差がある

ということを理解していただきたいと思います。

吸入ステロイドは早期から使用
ーぜんそくをコントロールしたあとに薬物減量へー

　本邦のガイドラインにのっとって薬物療法について説

明いたしましたが（前号参照）、これが絶対的なもので

はないということも申し上げました。私自身は実は、ガ

イドラインの基本的な考え方にはあまり異論はないので

すが、実際の治療方針をとる際に、ステップアップ法を

とるかステップダウン法をとるか議論があって、まだ定

まっていないのが現状です。ステップアップ法は徐々に

治療レベルを上げる法、ステップダウン法は徐々に治療

レベルを下げる法といえます。私はどちらかというと、

ステップダウン法をとっております。具体的に私の治療

法を述べます。

　まず、吸入ステロイドをすべての慢性ぜんそくに、あ

とでというのではなく早期に導入します。これが非常に

大事だと思っています。初期量は、軽症、中等症で1日

800μg です。これでコントロールされた場合は、減量

していきます。800μg というのは、ベコタイドはいま

100と50の2種類出ていますが、ベコタイドの100では1

日量として8噴射です。50では16噴射です。アルデシ

ンの場合は、16噴射です。みなさんの感じからすると

多いと感じるかもしれません。しかし、ぜんそくの症状

をコントロールして、それから薬物を減量するステップ

ダウン方式がよろしいと

申し上げたいと思います。

症状がない一定期間を得

ないと、薬を減らすこと、

あるいは病気を寛解に

もっていくことは、なか

なか難しいというのが私

の実感です。そのためには、たとえ少し多めの薬の量を

使ってでも、初めに症状を抑えるべきであるという考え

です。そしてその薬の量で副作用が出れば問題なわけで

すが、これを長期使っても副作用があまり出てこないな

らば問題ないのではないかと考えるわけです。

　次のステップとして吸入ステロイド BDP の800μg/

日の使用でコントロールができなければ、他剤を追加し

ます。これでコントロールされれば、次にこれらの薬の

減量をはかります。BDP800μg/ 日と他剤併用でぜんそ

くがコントロールされない場合は、BDP800μg/ 日の1.5

倍量か倍量に増量します。この BDP を小刻みに上げて

いってもあまり効果が出てきません。つまり800μg/ 日

が効かないからといって1000μg に上げてもだめです。

ぜいぜい1.5倍か2倍使わないと効果は出ないようです。

しかしながら、ここに今の保険制度にひっかかって、十

分使えないということがあります。1600μg というのは

大量だということで、保険団体が認めないという現状が

あり、非常に苦労しております。

　ここでコントロールされれば、それから減量します。

このような大量の BDP と他剤の併用でもコントロール

されないときに、初めて経口のステロイドを使うという

ような次第でやっております。

質問に答える工藤先生
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　今日お話ししますのは、小児の気管支ぜんそくの薬物

療法についてです。

　そのお話をする前に、小児のぜんそくについてふれて

みたいと思います。小児ぜんそくのほとんどの患者さん

は、原因となるアレルゲンがあって発症しており、たと

えばダニを吸入させると80％から90% が発作を起こし

ます。薬物療法の前にまずこういったぜんそくの原因に

なっているものを確かめ、なるべく取り除く、あるいは

身体を鍛錬するということがアレルギー性疾患治療の基

本であるということを忘れないでいただきたいと思いま

す。

　そういったことをやってもぜんそくの発作が起こるな

らば、どのような方法でお薬による治療を進めていくと

よいかについてお話ししたいと思います。

ぜんそく薬物療法の段階的基本

　普通はまずアレルギーの予防薬、抗アレルギー剤を

使っています。場合によっては漢方薬を使うこともあり

ます。

　これでよくならないときは、テオフィリン製剤あるい

はキサンチン系剤といわれれているお薬を頓用します。

これでも発作が起こるときは、ラウンド・ザ・クロック、

要するに朝晩または朝・昼・晩と規則正しく飲んでいた

だく。

　これでも発作がコントロールできない場合には、β刺

激薬あるいは発作どめ、交感神経刺激薬といわれるお薬

を頓用、場合によっては連用します。

　これでもうまくいかない場合には、抗コリン薬の吸入

剤がありますので、これを予防的に使ってみる。あるい

はインタールの吸入液を発作どめの薬と一緒にまぜて朝

晩、場合によっては朝・昼・晩吸入させる。発作が起き

ても起きなくてもきちんと吸入させる。この治療でだい

ぶ重い方でも、発作がコントロールできるようになって

きました。

　さらに、これでもだめな場合には、減感作療法、最近

は免疫療法という言い方をしますが、そういったものを

併用する。

　これでもうまくいかない場合に、BDI、アルデシン、

ベコタイドという商品名のステロイドの吸入剤を使って

みます。この薬は、大人ですと中等症くらいでも広く使

われるようになってきました。最近は小児でも中等症の

真ん中から少し重いぐらいになれば、この薬を使ってう

まく発作をコントロールしてやったほうがいいのではな

いかという考え方が強くなってきております。

　こういったことをやってもなお発作がどうしてもうま

くコントロールできない場合、小児科ではステロイド薬

の経口投与はなるべく避けて、入院の上、発作をうまく

コントロールしてやるということが多いと思います。

それぞれの薬の作用と特徴

（1）キサンチン系薬

　大きくふたつに分けることができます。ひとつは飲む

とすぐに効いてくれるお薬、即効剤で、非常に吸収が早

い。飲んで大体30分から1時間たつと90％以上が吸収

されて効果が出る。ただし、その代わり半減期も短い。

服用後比較的短い時間に、約4時間ぐらいで尿に出てし

まいます。そういった薬として、ネオフィリンとかテオ

コリンというお薬が挙げられます。

　この薬のいい点は、飲んですぐ効いてくれるところに

特徴がありま

す。だからふ

だんは発作が

起きてないで、

ときたま発作

が起こるよう

な方の頓用薬

小児気管支ぜんそくの薬物療法

あおぞら第261号（平成5年）より

東京都立豊島病院小児科医長
松 井 猛 彦 先 生
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としては非常に有効である

わけです。しかし、頻繁に

発作を起こす人は、半減期

が4時間とすると、ひどい

場合には1日6回近く飲ま

ないと血中濃度が維持でき

ないということが起こって

くるので、そういう方には

こういったお薬よりも次に

述べます徐放剤、ゆっくり

吸収されるようなお薬のほうがいい場合もあります。

　徐放剤といわれている薬には、テオドール、テオロン

グ、スロービットといった商品名のお薬があります。こ

の薬の特徴は、血中濃度が長時間維持できることです。

ただ問題は、効果が十分出てくるまで2時間から4時間

ぐらいかかってしまう。それからまれには吸収が不安定

なことがあります。この薬の多くは1日2回または3回

飲むと十分な血中濃度が維持されるので、中等症以上の

発作を起こしやすい方がきちんと時間をおいて飲むとう

まくコントロールできるわけです。

　特に夜中から明け方にかけて発作が起こりやすい方は

寝る前に飲んでおくと、夜明けの発作には非常に有効で

ある、こういった特徴があるわけです。

　したがって、この徐放剤と即効剤とをうまく組み合わ

せて使うことが大切です。

< 副作用について >
　テオフィリンは、血中濃度が簡単に測れるようになり、

非常に有効に使われるようになりました。10μg/ml か

ら20μg/ml の血中濃度に維持できますと非常に有効で

あるといわれていますが、その血中濃度を越しますと吐

き気、嘔吐のような消化管症状、さらに血中濃度が上が

ると不整脈が出たり、まれにはけいれんが起こって死亡

することもあり得るので、いわれた量では効かないから

といって自分勝手に大量に飲んでは絶対にいけません。

（2）β刺激薬

　発作どめといわれている薬です。

　この薬には第1、第2、第3世代といった開発の歴史が

あり、開発が進むにしたがって作用時間がだんだん長く

なり、一方、心臓に対する作用が少なくなってきました。

最近のお薬は、心臓に対する副作用はほとんどなくなっ

てきています。

第1世代――アストーン、アロテック、イノリン

第2世代――�ベネトリン、ブリカニール、ベアノール、

エフェクチン

第3世代――�エキシレール、メプチン、ホクナリン、ベ

ラチン、ベロテック、スピロベント、ブロ

ンコリン、アトック

　β刺激薬は必ずしも長時間効くもののほうがいいとは

いえません。軽い患者さんには第2世代の薬で十分であ

り、しじゅう発作を起こすような方は第3世代の薬を選

んだほうがいい場合もあるわけで、そのへんは症状をよ

く勘案してお薬を処方していただくことが大事と思いま

す。

< 副作用について >
　β刺激薬は気管支を広げる作用が強力なのですが、気

管支をうんと強く広げようとすると手がふるえたりする

ような作用―振戦―が出てくることがあります。気管支

拡張作用と振戦を起こす作用というのは、まだ薬として

分けることができないのです。

　もしも振戦が出るようなことがありましたら、恐がっ

て飲まないということでなく、お医者さんに相談して、

お薬を変えてもらうとか、あるいはその薬の量を減らせ

ばそういった作用はほとんど出なくなります。発作どめ

としては非常に有効な薬だということを記憶しておいて

いただきたいと思います。

（3）ステロイド薬

　ステロイド薬は、投与法によって吸入剤、注射剤と経

口剤に大きく分けることができます。商品名では、

吸入剤――アルデシン、ベコタイド

注射剤――�ハイドロコーチゾン、プレドニン、デカドロ

ン、リンデロン等

経口剤――�プレドニン、ケナコルト、パラメゾン、リン

デロン、デカドロン、セレスタミン等

　この中で経口剤の適応は、小児ではごく特殊の場合を

除いてはほとんどなく、発作時に注射で用いるとか吸入

用で用いることが多いと思います。

< 特徴と副作用について >
　ステロイドホルモン薬の特徴としては、多様な臨床効

スライドを使って講演される
松井先生
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果があって、たとえば非常に強い抗炎症作用が得られ、

ショックを治すような力もあります。また、気管支拡張

薬の効果を強める作用もあります。

　小児ぜんそくは、アレルギー体質をもっていることが

ぜんそく発症の大きな要因になっているのですが、もう

ひとつの要因として、普通の人にくらべて気道が過敏で

あるといったことがあげられます。ステロイド薬は、こ

の気道の過敏性を改善する効果もあります。

　一方、欠点として副作用が多く、ときには重篤な副作

用が出ることがあげられます。小児の場合、特に問題に

なるのは、正常な発育を抑制してしまうことで、なかな

か使い方が難しい薬です。

　ステロイド薬をもし処方されたときには、自分勝手に

適当に飲んだり飲まなかったりすることは避けていただ

きたい。急にやめるとかえって非常に重篤な副作用が出

てくることがありますので、お医者さんの指示にした

がった使用を守っていただきたいと思います。

トピックス

　ぜんそくにおけるエリスロマイシン療法は、
どのぜんそくガイドラインにも全く採用されて
いない療法です。びまん性汎細気管支炎に有効
な理由は、抗生物質としての作用より抗炎症作
用のせいだと考えられています。
　ぜんそくにおいては、米国でエリスロマイシ
ンと同じくマクロライド系抗生物質のオレアン
ドマイシンが経口ステロイドの減量効果を持つ
ことが報告され、日本でも工藤宏一郎先生によ
りエリスロマイシン600ミリグラム／日が同
様効果を持つことが報告されました。ただし、
米国と異なり、偽薬と比較する二重盲検法とい
う厳密な方法を用いて確認されていないので、
真に有効かどうかは判断しかねるところです。
　感染型ぜんそくというのは、アレルゲンが明
確でないだけで、症状、気管支の病理所見はア

トピー型と全く同じなので、感染が本体ではな
く、アトピー型と類似の気管支の炎症と収縮に
よるものと考えられています。アレルギー学会
では、感染型という呼称はやめて非アトピー型
と呼ぶことにしました。
　抗炎症効果の点では、吸入ステロイドが確実
で副作用も少ないし、声帯への刺激はほとんど
防止できますし、口腔カンジダ症は使用後のう
がいで予防することができます。そこで、どう
しても吸入ステロイド、抗アレルギー薬、気管
支拡張薬の併用でも効果なく経口ステロイドを
5ミリグラム／日以上併用を必要とする場合に
は、エリスロマイシンを医師の指導下で使用し
てみるのもよいでしょう。エリスロマイシンは、
血中のテオフィリン濃度を副作用域に上げるこ
とがありますので留意が必要です。

ぜんそくとエリスロマイシン 同愛記念病院院長　伊 藤 幸 治 先 生
あおぞら第310号（平成9年）より

伊 藤 先 生
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　現在のアトピー性皮膚炎の

治療はステロイド外用を主と

して、他にスキンケア、非ス

テロイド消炎剤外用、抗ヒス

タミン・抗アレルギー剤内服

などが挙げられます。

　今日は「治療の現在と未来」

ということで現在のさまざま

な混乱、そして近い将来、遠い未来などを含めてお話し

します。まず最近話題になっている眼科的な合併症、そ

してステロイド外用に関する問題について触れたいと思

います。

眼科的な合併症、網膜剥離に注意

　アトピー性白内障については、最近ではステロイドの

影響よりも機械的刺激が原因とされてきていますが、網

膜剥離についてはどうでしょうか。

　目の奥を覆っている網膜の鋸状縁から毛様体が剥離し

て、進行すると失明の危険性のあるものが網膜剥離です。

鋸状縁から毛様体にに小さな穴ができ、それが多く集

まってくると次第に毛様体がはがれて、網膜に及ぶとい

われています。

　毛様体裂孔が多い場合、将来網膜剥離への危険性が高

いのではないかと考え、眼科的には症状のない方を含め

て、アトピー患者さんの毛様体裂孔を最新式の超音波で

調べました。

　罹病期間、顔の症状の良し悪し、ヘルトゲ徴候（目の

まわりをずっと掻いていると外側の眉毛がぬけてしま

う。つまり、こする傾向が強いというサイン）やたたく

癖の有無などが、毛様体裂孔とどういう相関関係がある

かを調べた結果、たたく傾向のある患者さんにのみ相関

があることがわかりました。

　結局、将来網膜に異常が起きるのは、白内障でいわれ

ているような「こする」患者さんとは微妙に異なり、「た

たく」患者さんにおいて危険が高いということになりま

す。

　目の症状の悪化する患者さんは、最近では目のまわり

にステロイドを塗らなさすぎるために、かゆみでひっ掻

いたりたたいたりするので、眼科的見地から最低限のス

テロイド外用は必要という声が高まっています。

ステロイドは上手に使おう

　「ステロイドのリバウンド」という表現は本来、ステ

ロイドを使っていたことによって生ずる、今までとは

違った新たな症状を意味するものでなくてはなりませ

ん。

　例えば、高血圧や糖尿病の患者さんが今までの薬を止

めると、必ず症状は悪くなります。ステロイドを長期間

内服している膠原病の患者さんも、自己判断で中止した

りすれば当然悪化します。

　それらはもとの病気が悪くなることで、それをリバウ

ンドとはいいません。飲み薬ではなく外用ステロイドに

なりますが、そういうもとの症状の悪化も含めて全部ス

テロイドといってしまうのは、非常に語弊があるように

思います。

　また、“脱ステロイド”という言葉が流行っています。

　本当の脱ステロイド療法の“脱”という意味は、使用

しているステロイドをすべて止めることではないでしょ

う。ステロイドの副作用を最小限にするために、むしろ

必要なときに必要なものだけ使うというメリハリをつけ

ることで、ステロイド漬けにならないよう努めることで

あって、何が何でも止めることが最良の方法ではないと

私は信じています。

　最近の学会で、脱ステロイド療法の報告をされる皮膚

科医が増えており、全面的に賛成はできませんが、納得

できる側面もあるようです。というのは、ステロイド剤

アトピー性皮膚炎治療の現在と未来

あおぞら第311号（平成9年）より

東京大学医学部付属病院皮膚科講師
大 槻 マ ミ 太 郎 先 生

大 槻 先 生
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を止めることで、隠れていた悪化の原因が見えてくる場

合があるからです。

　例えば、ステロイドが劇的に効くあまり、身のまわり

のごく当たり前のケアを忘れてしまっていることもある

でしょう。それをしっかりやろうという機運が見えてく

ることは、非常に重要なことです。

トピックス

　ステロイドを長期間顔面に塗っていることが
原因で赤ら顔になると考えるのは早計ですが、
それでもニキビや血管拡張、皮膚萎縮などの局
所的副作用が出現する可能性はあります。
　それから、顔面が脂っぽくなる思春期、特に
17 ～ 18歳くらいからアトピーが悪化する患
者さんがいます。このような場合は、好んで顔
面の脂漏部位に棲むカビ（常在真菌）を、知ら
ず知らずステロイドで殖やしてしまっている可
能性もあります。
　実際、臨床の場で私達が顔にステロイドを使
用する場合、以前は少しでも症状が悪化すると、
それまで使っていたステロイドのランクをすぐ
に上げようとする傾向がありました。しかし、
実際はステロイドを強くしても劇的に効くわけ
ではなく、少し良くなる程度でしかありません。
ステロイドと関係なく良くなることもあるので
すから、顔が赤くなったからといってステロイ
ドを強くするのは、適切な治療とはいえません。
　そこで FK506（タクロリムス）外用剤の話
ですが、当院のアトピー外来をはじめ全国の病
院で治験を行い、長期にわたる安全性の確認を
得た結果、厚生省に申請できる運びになりまし
た。近い将来には大きな福音となる可能性があ
ります。FK506は移植免疫抑制剤で、本来は
臓器移植後に用いる非常に強力な薬です。シク
ロスポリンと構造式は全然違いますが、作用は
非常によく似ています。
　さて、実際に赤みの強いアトピーの患者さん
の顔に FK506（軟膏）を使用した場合、3日
目ぐらいには症状がかなり良くなります。特に
急性の、ジクジクした発疹に有効で、目のまわ
りを掻きこわして腫れているような場合にも効
果があります。
　ただ、顔面・頚部の急性の炎症には希望が持
てる反面、他の部位の皮膚が厚くてごわごわし
ている箇所にはちょっと効きにくい面もありま
す。また、ヘルペスに以前よりも罹りやすくなっ
たり、薬を塗る際にほてりなどの刺激感がある、
などの問題点はありますが、全般的に見てステ
ロイドより安全に使えるのではないかと考えて
います。

　なぜ顔面の発疹に効きやすいかという点につ
いてですが、顔の脂漏部位の皮疹は、マラセチ
アという常在真菌に関連があるらしいことが分
かってきました。近年、マラセチアは脂漏性湿
疹の起炎菌ということでも注目されており、一
般に20代の人の顔面では多く、小児や老人で
は少ないといわれています。ステロイドは免疫
抑制作用でカビを繁殖させますが、FK506は
元来カビが作る抗生物質であり、マラセチアに
対しても殺菌作用を有することが分かりまし
た。従ってステロイドと異なり、炎症を抑える
がカビ（マラセチア）も抑える、といういわば
二刀流で立ち向かう点が、ステロイドよりも切
れ味がよい理由でないかと思っています。
　シクロスポリンは FK506と同様、免疫抑制
剤でインターロイキンの産生を強力に抑えま
す。インターロイキンは炎症を起こす元凶のよ
うなもので、その遺伝子は、例えばアレルギー
性炎症を大量生産する大規模な工場を想定した
場合、必要部品製造の設計図といえるでしょう。
シクロスポリンはそれを金庫に入れたまま開け
なくするようなもので、製造過程の途中でス
トップをかけるような薬ではないので、よく効
くのは当然といえます。なお、作用点は違いま
すが、ステロイドもほとんどそれに近い作用が
あるため、強力な抗炎症剤として君臨している
わけです。
　既に欧米では、シクロスポリン内服がアト
ピーで承認されている国も多く、わが国でもや
や遅ればせながら治験に入るところです。ただ、
中止すると再燃しやすいのが問題といえそうで
す。危険な薬ではありませんが、長期に及ぶ場
合など、腎障害や高血圧などの副作用に十分注
意しなければなりません。
　内服薬では副作用を起こしやすいということ
で、全身への影響を極力少なく、かつ最大限の
局所効果を引き出す意味で、シクロスポリンの
外用の試みも約5年前から一部の施設で行われ
ています。ただ、シクロスポリン分子量が大き
いために、皮膚に入りにくいという欠点もあり、
外用剤はまだまだ開発中の段階です。

顔の赤みに効果のある「プロトピック」FK506（タクロリムス）

東京大学医学部付属病院皮膚科講師　大 槻 マ ミ 太 郎 先 生

あおぞら第312号（平成9年）より

来 場 者
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トピックス

　全身性副作用の軽減を目的として、皮膚か
ら吸収される気管支拡張剤（β2刺激薬）「ホ
クナリンテープ」が、北陸製薬株式会社から、
平成10年12月14日に発売されました。こ
の薬は、薬の血中濃度を過度に上昇させるこ
となく、1日1回貼るだけで発作を抑える効
果が持続するというものです。シール状のぜ
んそく薬の開発は、世界で初めてといわれて
います。
　一般的に、呼吸機能は1日のうち深夜から
早朝にかけて低下するといわれ、とくに気管
支ぜんそくは、明け方に発作が起こりやすい
ことが知られています。ホクナリンテープは
気管支拡張剤を粘着テープ内に染み込ませ、
それが皮膚から血液中に入って全身に浸透
し、生体のもつリズム（ぜんそくの強さや発
作発現の時期）に合わせ「必要なときに必要
な量を送達する」といわれています。
　本剤を就寝前に貼れば、発作の起こりやす
い明け方に最大の効果を発揮し、発作で夜中
に起きることが少なく安眠ができるといわ
れ、24時間拡張効果は持続します。ソフト
に効果を発揮するので、使用に抵抗感がない
といわれています。
　本剤は医師の判断で使用するものですが、

気管支ぜんそくの基本病態である気道の炎症
を治療する薬剤ではないので、患者の方々の
症状に応じてステロイド剤やテオフィリン製
剤を併用するなど、適切な処置を行うことが
大切とされています。
　このテープは通常、成人には2㎎、小児は
生後6 ヵ月から3歳未満には0.5㎎、3 ～ 9
歳未満には1㎎、9歳以上には2㎎を1日1
回、胸部、背部、または上腕部のいずれかに
貼ります。本剤はぜんそく以外に急性気管支
炎、肺気腫などにも効果があります。また、
経口薬や吸入薬の使用が困難な患者さんにも
使用できるといわれています。
　とくに幼児で経口薬や吸入薬を使うのが困
難な場合、貼る薬ということで使いやすい面
があります。また、小学生のお子さんなどで
は薬を飲んだかどうかわからないということ
がありますが、テープだと使用していること
がわかり、安心感が得られるということです。
　なお、このテープは同じ場所に続けて貼る
と、かゆくなったり、かぶれたりすることが
ありますので、同じ場所を避けて貼ってくだ
さい。また、率は低いのですが、手のふるえ
や動悸も報告されていますので、発現した場
合は受け持ちの医師に相談してください。

世界初の貼って発作を抑える気管支拡張剤「ホクナリンテープ」

監修：同愛記念病院院長　伊 藤 幸 治 先 生
あおぞら第327号（平成11年）より

　ただ、軽症のアトピーの患者さんがステロイドを急に

止めたために重く見えることがあり、重症ということで

突飛な治療をされることは大きな問題です。

赤ら顔、ダーティネックとステロイドの関係

　ステロイドが嫌われる大きな理由のひとつに、成人型

のアトピーでよく見られる赤ら顔（顔面のびまん性紅斑）

や、首の部分が茶色くザラザラして汚く見えるダーティ

ネックなどの症状が、外用ステロイドの副作用と巷で受

けとめられていることが挙げられるでしょう。

　それを検証するために、当院の皮膚科のアトピー外来

に通院されている患者さんを調査しました。

　例えば、最近6 ヵ月、またそれ以前にステロイドは何

を、どのくらい使用したかを細かくチェックしたのをは

じめ、赤ら顔やダーティネック以外にも、さまざまな症

状について詳しく問診・診察をし、何と何が関係するの

かを調べたわけです。

　その結果、血管拡張など、古くからステロイドの副作

用とされているものとは異なり、顔面のびまん性紅斑は

ステロイドの使用量ではなく、むしろアトピー性皮膚炎

の重症度に関連することが分かり、ダーティネックでも

ステロイドの使用量が特に多いという結果は得られませ

んでした。

　単純に結論にできませんが、結局赤ら顔やダーティ

ネックは、ステロイドがもたらした特別なものと考える

のは正しくないと思っています。

　以前、英国の先生に聞いたのですが、欧米ではあまり

強いステロイドを顔に使っていないにもかかわらず、赤

ら顔の症状をもつ患者さんはかなり多いという返事でし

た。

　だからといって、ステロイドをバンバン使えといって

いる訳では決してありません。
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かゆみの悪循環	

　まずかゆみですが、かゆ

みというのはアトピー性皮

膚炎の定義にあるくらいで

すから、必発症状です。か

ゆみがあるとどうしてもか

いてしまいますね。かくと

皮膚は悪くなる→炎症が出

てくる→炎症が強くなると

さらにかゆくなり、さらにかく。こういう悪循環になっ

てしまいます。こういうのを Itch�scratch�cycle つまり、

かゆみ掻破のサイクルといいます。ですから、これをう

まく断ち切ってあげることが大事で、それが治療のポイ

ントになります。

炎症が強いときの外用療法

　強いかゆみがあるときは、炎症が強いときと思ってく

ださい。炎症が強いとかゆみも強くなります。弱いかゆ

みがあるときは炎症が非常に弱いときです。

　炎症が強いときは、ステロイド外用薬とプロトピック

（タクロリムス）の外用が中心になります。かなり炎症

がおさまって、ちょっとかさついているときには、保湿

剤の外用が中心になります。ステロイド、プロトピック、

保湿剤が外用の3つの柱になるわけです。

　強いかゆみがあるときはステロイド、プロトピックを

使うのですが、炎症があるとかゆみも強くなりますから、

炎症を抑えることが、かゆみを抑えるという意味でも非

常に大事になってきます。そのためにステロイドやプロ

トピックをどのように塗ればいいのかをお話ししたいと

思います。

　注意していただきたいのは、強いかゆみや炎症がある

ときは、細菌感染あるいはウイルス感染などが起きてい

ることがあります。アトピー性皮膚炎の方の皮膚はどう

してもバリア機能が落ちていて、角層の間にある脂質が

減ったり、水分量が普通の方と違っています。ですから

肌も乾燥もしやすいし、外からの細菌感染も起きやすい

のです。

　皮膚がすごくじゅくじゅくしている、水ぶくれがある、

膿が出ている、はれている、痛い、などの状態がみられ

る場合、伝染性膿痂疹（とびひ）あるいはヘルペスウイ

ルスの感染などの可能性もあります。感染症について主

治医の先生に相談していただくことが重要です。

　それから、ステロイドのことや病気のことをお話しす

ると、アトピー性皮膚炎は治るのだろうか、薬の副作用

は、そういった不安が、みなさま多かれ少なかれあると

思います。そういった不安をこういう会で解消していた

だきたいと思います。それが有効な治療へのステップに

なると思います。タクロリムスに関しても同じように、

パンフレットの注意事項を見ていただければと思いま

す。

『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅳ
1999年2月～2009年1月

あおぞら第447号（平成21年）より

東京大学医学部皮膚科講師
佐 伯 秀 久 先 生

アトピー性皮膚炎治療における
外用薬の上手な使い方

（平成11年） （平成21年）

佐 伯 先 生
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ステロイド外用薬とは

　ステロイド外用薬はすごく歴史が古く、1952年に最

初に作られ、もう50年以上の歴史があります。ずっと

使われていて、皮膚科では第一線でいまだに使われてい

る薬です。こういった長い歴史からも、いかにこれが有

効で安全な薬かということがご理解いただけるかと思い

ます。

　とくに、炎症をステロイドで治すことによって、体内

でかゆみを引き起こす物質の出る量が減りますので、か

ゆみも治まり、かかなくなる。すると、さらに良くなる。

Itch�scratch�cycle の悪い循環を、まず炎症を抑えるこ

と、かかないようにいろいろ努力することによって良く

して、いい循環のほうに回していくのです。

　ステロイドは強さが5つに分かれております。I 群（ス

トロンゲスト）、Ⅱ群（ベリーストロング）、Ⅲ群（スト

ロング）、Ⅳ群（マイルド）、V 群（ウイーク）ですね。

I 群が強くて、V 群が弱いということです。当然これは

炎症の強さによって使い分けます。炎症が強いほど強い

薬を使わないと治りません。ただ、良くなってきたら弱

い薬に替えていくことが大事です。

塗る量はフィンガー・チップ・ユニットで

　薬は年齢や部位によっても使い分けます。顔や首は非

常に皮膚が薄く、薬剤の吸収率が高いところですので、

なるべく弱い薬を使う。逆に、手のひらとか足の裏は非

常に角質が厚く、弱い薬はなかなか効きづらいので、思

い切って強い薬をつけても大丈夫です。また、乳幼児や

お年寄りの方は皮膚が薄いので、できるだけ弱いものを

使うということになります。

　いろいろな薬が出ていますが、だいたいアトピー性皮

膚炎に日常使うのはⅡ群からⅢ群、Ⅳ群を症状に応じて、

あるいは部位や年齢に応じて使い分けるのが基本です。

　薬はどのくらい塗ったら良いかというと、フィンガー・

チップ・ユニットという言葉があります。人さし指の先

端から第一関節の長さまで、チューブから薬を出すと、

だいたい0.5g くらい出るといわれています。これを1

フィンガー・チップ・ユニットといいます。この量を、

だいたい手のひら2枚分くらい塗れるといいます。

　手のひら1枚分というのは、大人の体のだいたい1％

にあたります。5g

チューブの10分

の1（0.5g）で手の

ひら2枚分、すな

わち体の2％に塗

れることになりま

す。ということは、5g 1本使うと手のひら20枚分塗れま

すので、体の約5分の1ということになります。ですから、

体全体に塗るのには5g チューブ5本くらい使うという

ことになるわけですね。

　あとは、薬を塗るときに、シャワーを浴びて汗や汚れ

を落としていただくことが大事ですし、とくに乾燥が強

い方は、ステロイドを塗る前に保湿剤をまんべんなく塗

ると非常に効果があります。全体に保湿剤を塗った上で、

炎症のあるところにステロイド外用薬を重ねて塗るとい

う方法が、ただステロイドだけを塗るよりも、より良い

ということが最近いわれています。

　塗る回数に関しては、ストロング以上のステロイド薬

でしたら、だいたい1日1回くらいで十分な効果が得ら

れるようです。ただ、ちょっと弱めのマイルド以下の薬

は、2回くらい塗ったほうがいいのではないかといわれ

ています。薬を塗る回数に関しては主治医の先生にご相

談いただければと思います。

ステロイドの副作用

　ステロイド外用薬の副作用については、みなさん心配

な方もいらっしゃると思いますが、50年以上の歴史が

ありますので、非常に安全な薬だというふうに思って大

丈夫です。通常の使用量では全身的な副作用は起きず、

局所的な、塗ったその場所に起きる副作用だけだと思っ

ていただいていいです。

　どういう副作用があるかというと、代表的には、毛細

血管が拡張すること、皮膚がやや薄くなることの2つで

す。あと、もともとにきびがあった場合に、にきびが悪

くなるということもあります。ステロイドを塗ると肌が

黒くなると言う方がいますが、これは誤解です。たとえ

ば日焼けの後に色が黒くなるのと同じように、皮膚の炎

症がおさまった後は少し色素沈着で色がつきます。これ

は治ったときに出るものですので、ステロイドの副作用

というわけではありません。
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アトピービジネスはあなたを狙っている

　アトピー性皮膚炎をめぐって、さまざまな民間療法が

花盛りです。すべての民間療法がいいかげんなものであ

るとはいいませんが、民間療法のなかには詐欺に近いも

の、金儲け主義のものが多く混じっていることも事実で

す。

　民間療法とは、かつては「お年寄りの知恵」「生活の

なかから生まれ出た工夫」といったものであったと思い

ますが、現代の民間療法は企業化したものであり、営利

を目的としています。アトピー性皮膚炎をめぐる民間療

法とは、まさに「アトピービジネス」なのです。

　ここでは、「アトピービジネス」を「アトピー性皮膚

炎の患者さんを対象とし、医療保険診療外の行為によっ

て、アトピー性皮膚炎の治療に関与し、営利を追求する

経済行為」と定義したいと思います。「民間療法」とい

う言葉には、善意のアドバイスというニュアンスが含ま

れていますが、今日の民間療法のほとんどは、資本主義

社会のなかで営利を追求する企業活動であることから、

「アトピービジネス」と表現するほうがピッタリするの

です。

　最近では、医師の実践する民間療法や、企業が医院を

経営し、その医院での診療行為を通じて高額な商品を販

売するケースなどもあり、民間療法と医療との境界が不

明瞭となってきています。したがって、それらの境界領

域の医療も含めて「アトピービジネス」という言葉で表

現するのが適切であると思います。

　また、「アトピービジネス」の定義については、「医療

機関および医師によって、実践・後援されているものも

含まれる」という注釈を、さらにつけ加えたいと思いま

す。

　多くの「アトピービジネス」は、マスコミなどを通じ

て宣伝され、何年かのブームのうちに消え去っていきま

す。日本のマスコミの問題点として、「アトピービジネス」

をあたかも慈善事業かのごとく好意的に紹介するという

ことがあります。

　いまや、アトピー性皮膚炎をめぐる「アトピービジネ

ス」は、つかの間の夢を売る商売なのです。そして、現

在のアトピー性皮膚炎をめぐる混乱のなかで、人を騙し

ながら生きていこうという人たちにとって、アトピー性

皮膚炎の患者さんは格好のターゲットとなっているので

す。もう騙されてはいけません。

アトピー性皮膚炎を正しく理解するために

　アトピー性皮膚炎が、それまでそこそこうまくコント

ロールされていたにもかかわらず、他人のアドバイスが

きっかけで迷い道に入ってしまった、という患者さんも

少なくありません。

　「テレビでステロイドの塗り薬は怖いといっていたけ

ど、そんなの使っていて大丈夫なの？」「アトピーに効

く○○療法っていうのがあるけど、病院へ行くのをやめ

て、そちらにすれば？�本当に治った人もいるんだよ」「ふ

つうの治療じゃなくて、○○っていうところへ行ってみ

たら ?�特別の治療をしてくれるらしいよ」……たしかに、

他人から親切なアドバイスをもらうと、「無視するのは

悪い」ということで、「ものはためし」と、開始するこ

ともあるでしょう。また、いま使っている薬がとても恐

ろしい薬といわれると、非常に不安になってやめてみよ

うと思ってしまうのも無理はないでしょう。

　しかし、その結果、症状が非常に悪くなって、学校や

会社へ行けなくなって私のところを受診する患者さんも

多いのです。そのような症状の悪化に対して、アドバイ

スをしてくれた人が責任とってくれることはないので

す。最近、私の外来ではアトピー性皮膚炎の患者さんへ

あおぞら第341号（平成12年）より

金沢大学医学部皮膚科教授
竹 原 和 彦 先 生

アトピー性皮膚炎の正しい治療
――アトピービジネスを考える――
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の締めくくりの言葉は、

次のようなものです。

　「最後にひと言。お

友達や親戚の人がアト

ピーに関していろいろ

とアドバイスをくれる

ことが、これまでもあっ

たり、またこれからも

ある、と思います。そ

ういったアドバイスについては、慎重に考えるようにし

てください」

まとめ

　最後に、アトピー性皮膚炎と上手につき合う方法をま

とめてみました。

①正しい情報を選択して、病気を冷静に理解する

誤った情報のほうが、むしろ氾濫しています。

②治療目標をしっかりと立てる

体質改善ではなく、ほとんど日常生活に支障のない

「治ったも同じ」の状態をめざしましょう。

③定期的に通院し、医師の指導をよく守りながら、きち

んと自己管理する

自分の病気は自分でよくするのです。

④ステロイド外用薬を極度に恐がらない

副作用のほとんどは、誤用によるものです。脱ステロ

イドではなく、省ステロイドを。

⑤自分自身で悪化因子をみつけて、それらを減らす

医者は、24時間あなたの生活を監視できません。あ

なた自身で悪化因子をみつけるのです。

⑥当分アトピー性皮膚炎とつき合っていくつもりで開き

直る

「たかがアトピー性皮膚炎」ではないでしょうか ?

トピックス

アトピー性皮膚炎治療の新薬　プロトピック軟膏Ｑ＆Ａ
	 ー顔面の炎症に効果的ー

回答：自治医科大学皮膚科教授　中 川 秀 己 先 生

あおぞら第341号（平成12年）より

プロトピック軟膏とは、どういうも
のなのでしょう。

プロトピックは、正式名称をタクロ
リムスといいます。以前から、臓器

（腎臓や肝臓など）の移植時に拒絶反応を防
止するために、注射や内服薬として世界中で
使用されてきました。
　この薬には、活性化したＴリンパ球のはた
らきを抑える作用があります。ステロイドと
比べると、そのはたらきが炎症やアレルギー
にかかわる細胞に特異的であるのが特徴で
す。

従来のステロイド外用薬と比べて、
どういう特徴があるのでしょう。

上記で述べたように、プロトピック
はステロイドと比較すると、炎症や

アレルギーを特異的に抑えることができま
す。ステロイドも炎症やアレルギーを抑える

ことができますが、その他の作用もあります。
とくにステロイド外用薬では、漫然と使用す
ることによって、皮膚の萎縮、ステロイド紫
斑、毛細血管拡張などの望ましくない局所的
副作用が起きてきます。プロトピック軟膏に
は、そのような局所的副作用がないのが大き
な特徴です。

どのような症状に対して、一番効果
がありますか。

ステロイド外用薬の使用が長期にな
りやすく、しかも局所的副作用が起

きやすい顔面や頸部の湿疹（アトピーの赤ら
顔を含む）に対して、一番効果があります。
また、ステロイド外用薬によってすでに局所
的副作用が皮膚にあり、しかもその部位に湿
疹が重なっている場合にも、効果があります。

「どうしてもステロイド外用薬を使いたくな
い」という患者さんにも使うことができます。

A

Q

A

A

Q

Q

笑顔で質問に答える竹原先生
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ぜんそく患者の気道壁は器質的な変化を起こす

　最近、気道壁のリモデリングという病態が注目されて

います。すなわち、ぜんそくは治療すれば完全に治って

しまう病気と信じられてきましたが、そうではなく、一

部では器質的な変化が起こる病気でもあります。

　健康な人の気道の粘膜は、線毛もきちんと生えていま

すし、基底膜の肥厚といったこともありません。それに

対して発症してから10年以上たった方の気道の粘膜は、

基底膜といわれる部分がとても厚くなっています。また、

平滑筋の肥大もありますし、線毛が脱落しています。こ

れらの器質的な変化がぜんそくを重くしているのではな

いかと、最近話題になっています。

　このような変化は、軽症の患者さんにおいても認めら

れています。つまり、軽いぜんそくの方でもぜんそくで

ない人たちに比べれば、この器質的変化は起こっている

ということがわかっています。

　ぜんそくにおける器質的な変化を起こした気道は、十

分に治療したあとでは、肺機能を見ても正常な状態に戻

らない、気道が十分に開かない状態です。これは、気道

の過敏性の進行ともつながって、重症化、難治化に結び

つくと考えられています。

吸入ステロイドの使用で炎症をきっちり抑える

　ぜんそくを発症して1年未満の成人患者さんに対し

て、吸入ステロイドを早期に開始するのと遅く始めるの

とでは、肺機能に与える影響も大きく異なってきます。

　ぜんそくというのは気道の炎症であって、その炎症を

病気が始まってから早く治療しないと、前に話したよう

な器質的な変化が起こってしまいます。

　北欧のデータによりますと、発症してから2年間とい

う短期間でも、きちんと気道の炎症を抑えていないと、

器質的な変化が起こってしまうことが報告されていま

す。

　現在の成人ぜんそくにおける治療のポイントとは、ぜ

んそくを気道の炎症としてとらえることです。そして、

その治療には吸入ステロイドを主体とした抗炎症治療が

重要ということになります。もちろん、吸入ステロイド

だけでは治療が十分でない場合も多く、β2刺激薬の吸

入剤を使ったり、あるいはロイコトリエン拮抗薬などの

抗アレルギー薬を使うこともあります。しかし、あくま

でも成人ぜんそくにおける治療の主体は吸入ステロイド

です。そして、日常の管理をピークフローで行うという

のが、現在の大人のぜんそくの治療のスタンダードに

なっています。

　吸入ステロイドは、全世界的に使われています。飲み

薬や注射のステロイド薬もよく効くのですが、長期間続

けるとどうしても副作用が出現します。そのため、重症

のぜんそくで吸入ステロイドを使っていても十分でない

人たちには、やむをえず飲み薬のステロイドを少量投与

します。あるいは、吸入ステロイドで治療していても発

作を起こしてしまったり、ピークフローが大きく下がっ

てしまったりしたときにも、飲み薬のステロイドを使い

ます。

　飲み薬や注射のステロイドはふだんはできるだけ使わ

ずに、吸入ステロイドを使います。野球にたとえるなら

ば吸入ステロイドは先発完投型の主戦投手（エース）で

あり、飲み薬や注射のステロイドは強力なリリーフエー

スということになり

ます。

　なぜ吸入ステロイ

ドが一番強力な「エ

ース」であるかとい

えば、それはなんと

いっても有効性が高

くて副作用が少ない

成人ぜんそくの治療―最近の考えかた

あおぞら第338号（平成12年）より

昭和大学第一内科主任教授
足 立  満 先 生

講演会の合間、ごったがえすロビー
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『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅳ 1999年2月〜 2009年1月

という点にあります。肺は外界に開いている臓器ですので、

吸入という方法で吸うことによる効率のよさに加えて、吸

入ステロイドは局所の抗炎症作用が強くよく効くので、使

用する量が少なくてすむということが重要です。また、大

切なポイントとして、吸入ステロイドは肝臓でスピーディ

ーに代謝されてしまうということがあげられます。その

ため副作用がほとんどないのです。

　飲み薬や注射のステロイドは、肝臓で代謝されにくく

なっています。すなわち、代謝されにくいということは

長くからだの中にとどまっているということになります

から、副作用にもつながるわけです。

　神戸の石原先生のデータですが、吸入ステロイドの処

方を増やしていくと、発作で入院したり、ぜんそくで亡

くなってしまう患者さんが減るという報告があります。

　私ども昭和大学第一内科における1988年から1997年

における入院患者に占めるぜんそく患者さんの割合はつ

ぎのとおりです。私どもの内科では、従来100くらいの

ベッド数がありますが、先々代の教授の川上先生の時代

には100のベッドに対して30人から40人くらいの方が

ぜんそく患者さんでした。10年前までは夜当直すると

きも、ぜんそく患者さん用の30から40人分の点滴をいっ

ぱいカートに乗せて病棟を巡回しました。いかに発作を

起こして入院している患者さんが多かったかということ

です。ところが現在では、吸入ステロイドの普及により

まして、ぜんそく患者さんの入院率が20パーセントか

ら8パーセントまで減少しています。しかも、この数値

は検査入院の方

も含めたもので

すので、非常に

減っているとい

うことがおわかり

いただけるかと

思います。

　このおもな理

由というのが、なんといっても「吸入ステロイドを一定

量正しく使う」「急性増悪を起こしやすい人は、ピーク

フローメーターを指標にして早めに飲み薬のステロイド

を短期間使う」といったことを実践していることだと思

います。

　わが国における成人ぜんそくの吸入ステロイドの使用

率ですが、大人に限って見てみますと、100以上のベッ

ドをもっている病院ですと、1994年に18パーセントだっ

たのが1997年のデータでは34パーセントまで増えてい

ます。ところが、ベッドをもたない開業医の先生のとこ

ろでは、現在のところ10パーセント程度でして、まだ

十分な普及がなされていません。

　もちろん、病院によってぜんそくの重症度は違います。

しかし、そういったことを考え合わせても、現時点での

わが国における第一線の医療での吸入ステロイドの使い

かたはまだ十分ではないということがいえると思いま

す。今後の普及が期待されます。

トピックス

　平成21年1月、気管支ぜんそく治療薬と
して開発された世界初の抗 IgE 抗体製剤「ゾ
レア皮下注用」（一般名…オマリズマブ）が
承認を取得し、同年3月13日にノバルティ
ス ファーマ株式会社より発売された。既存
の治療薬ではぜんそく症状をコントロールで
きない重症のアレルギー性ぜんそく患者に対
して使用される。
　ゾレアは、血液中の IgE に結合し、IgE が
マスト細胞にくっつくのを防ぐことでアレル
ギー反応を抑える働きを持つ。これまでの薬
とは全く異なる仕組みで作用を発揮する「抗
体医薬」と呼ばれる新しいタイプのぜんそく

治療薬だ。
　ゾレアは、ぜんそく管理の国際ガイドライ
ンである「GINA」では、高用量吸入ステロ
イド薬を含む複数のぜんそく長期管理薬を用
いてもコントロールが得られない患者に対す
る追加治療薬として推奨されている。
　投与にあたっては、体重と血清総 IgE 濃度
を測定し、それらの値から投与間隔と1回あ
たりの投与量を決める。通常、1回75 ～
375㎎を2週間または４週間ごとに皮下に注
射し、16週間の投与で有効性が確認された
場合は、継続して投与が行われる。

難治性アレルギー性ぜんそくに新たな選択肢「ゾレア皮下注用」

あおぞら第453号（平成21年）より
監修　坂 本 芳 雄 先 生

足 立 先 生
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　本日は新薬として3つの薬をご紹介します。日本では

未だ発売になっていない薬もありますが、これまでのい

ろいろな臨床治験などのデータを紹介しながら、これか

らこういう薬を使ってどのような希望が持てるかという

話をいたします。

　2009年の10月29日から31日まで、日本アレルギー学

会の秋季学術大会が秋田で行われました。その初日に『ぜ

んそく予防ガイドライン2009』という最新版が刊行さ

れました。その中に、本日ご紹介する新しい薬が3つ示

されております。そこで、まずこのガイドラインの中で、

とくに以前と比べて変わった点、そして本日の話にも関

係のある点をお話しいたします。

　まず重症度分類についてですが、現在いちばん使われ

ているのは、現在の治療を考慮してぜんそくの重症度を

分類するものです。成人のぜんそくの場合、これまでは、

「症状が週1回未満、症状が軽度で短い、あるいは夜間

症状は月2回未満」という「軽症間歇型」がぜんそく治

療のひとつの目標でした。しかし、ぜんそく治療の目標

としては、「症状がない、あるいは呼吸機能も正常化する、

あるいは日常生活が全く普通の人と変わらない」を目指

すべきであり、「軽症間歇型」で満足するような治療で

はいけないのではという声が、ガイドラインの作成委員

会でも出ました。そしてこのガイドライン2009におい

て、これまでの「軽症間歇型」のひとつ上に「コントロー

ルされた状態」、つまり「症状を認めない、あるいは夜

間症状を認めない、いわゆる完全にコントロールできて

いる」という目標を設けました。これを目指して治療を

行っていくということ

が示されました。これ

により、治療における

到達目標を高めたとい

うのが、今度のガイド

ラインでいちばん大き

な改訂だと考えていま

す。

　また、今までのガイ

ドラインでは、軽症間歇型をステップ1、軽症持続型を

ステップ2というように、「重症度」を目安にステップ

分類されていましたが、新しいガイドラインでは、治療

をどういうふうに強めていくかという、「治療の程度」

をステップで示すということにしました。すなわち、治

療のステップ1からステップ4まであり、段階的に治療

の強弱が示されているわけです。これは2006年に出た

国際ガイドライン「GINA2006」に準拠したものになっ

ています。

　また、これまでのガイドラインにおいて、ステップ1

の治療は、「発作のときに短時間作用性の吸入β2刺激薬

（サルタノールやメプチンエアーなど）を使い、症状が

多い場合、あるいは炎症所見が明らかである場合には、

ほかの薬を使っていく」というものでした。しかし新し

いガイドラインにおいては、いちばん軽い治療ステップ

でも、「低用量の吸入ステロイド薬を使う」とされました。

つまり、吸入ステロイド薬による、より早期の治療介入

によって、気道過敏性のより優れた改善を目指します。

『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅴ
2009年2月～2019年1月

あおぞら第462号（平成22年）より

独立行政法人国立病院機構相模原病院院長
秋 山 一 男 先 生

成人ぜんそくにおける新薬情報

（平成21年） （平成31年）

講演中の秋山先生
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『あおぞら』から見る治療の50年 Ⅴ 2009年2月〜 2019年1月

この、「吸入ステロイド薬を治療ステップ1から低用量

で使用する」ということを推奨しているのが、このガイ

ドラインのひとつの大きな特徴だと思います。

　本日お話しする3つの新規治療薬については、この新

しいガイドラインで示されております。

　すでに吸入ステロイド薬は、ベクロメサゾン、フルチ

カゾン、ブデソニド、あるいはシクレソニドが市場に出

ていますが、5番目の吸入ステロイド薬ということでモ

メタゾンフランカルボン酸エステルが登場しました。

　次に、配合剤として、すでに販売されているフルチカ

ゾンとサルメテロールの合剤「アドエア」に加え、ブデ

ソニドとホルモテロールの配合剤である「シムビコート」

が登場しました。

　また、抗 IgE 抗体「オマリズマブ = 商品名ゾレア」

という全く新しい薬が登場しました。

　最初に、モメタゾンフランカルボン酸エステル「商品

名アズマネックス」についてご説明します。ひとつの特

徴は、ツイストヘラーという剤形であり、空気を吸って

薬を吸い上げて、気流リングを発生させることによって、

薬物粒子同士がぶつかり、より細かな粒子にするという

ことです。

　気管支ぜんそくは、これまでは、太いあるいは中間の

気管支で炎症が起こるといわれてきました。あまり細い

気管支まで薬が入るのは、かえって効果が低く、中間の

あたりの気管支に沈着する薬が良いとされてきたわけで

す。しかし基礎研究が進み、ぜんそくは最近では、太い

気管支よりも、より細い末梢の気管支のほうでも炎症が

起きていていることがわかってきました。直径2ミリ以

下の細気管支あるいは末梢気道において、早い段階から

炎症が起こり、またその炎症が残存して、いわゆるリモ

デリングなどの深刻な問題がある、ということがいわれ

てきています。

　アズマネックスの平均粒子径は2μmと非常に小さく、

肺の中に入っていく薬剤送達率が約40％と、これまで

の薬剤に比べ非常に高いことがひとつの特徴です。気管

支の太いところから細いところまで広くいきわたるとさ

れています。

　もうひとつは、非常に効果発現が早く、投与第1週目

からピークフロー値を有意に改善することが示されてい

ます。また、軽症の患者さんでもピークフローを改善す

ることが示されており、軽症から重症まで幅広く使えて、

効果が早く出るということがひとつの特徴であるとされ

ています。

　また、ドライパウダー吸入剤の場合には、自分の吸気

で吸うので、吸気流速が弱いと、なかなか気管支まで薬

剤が入っていきませんが、このツイストヘラーの場合に

は、吸気流速にかかわらず薬剤が安定して放出されると

いうことが、製薬会社から示されています。吸気流速が

遅くても安定した薬剤の吸入が可能であるということ

で、お年寄りにも使いやすい薬だということになるので

はないかと思います。

　また特徴として、操作の回数が2ステップと少なく、

吸入が簡単であること、残量計が大きくて見やすいこと、

また、使い終わった後に残量計がゼロになってもまだ吸

い続けることを防ぐために、ロックアウト機能（ふたが

開かなくなる）というものを備えたことも挙げられます。

　吸入した後、吸収されて血液中に入った薬剤は、血液

の中でタンパクと結合しますが、アズマネックスの場合

その結合割合が非常に高く、血中からほかの組織に入っ

ていく率が非常に低いとされています。また、血中濃度

半減期という、血中から消失していく早さを示す指標が

ありますが、このアズマネックスは、ほかの薬剤に比べ、

半減期が非常に早いこと示されています。そういう点か

ら、全身の副作用は起こりにくいということになるので

はないかと思います。

　実際の副作用の発現率は、全症例の19.8％と、ほかの

薬剤と同じくらいです。副作用の種類も、ほかの吸入ス

テロイド薬と同様で、口腔内カンジダ症、嗄声、咽喉頭

の不快感、コルチゾール（副腎皮質から分泌されるホル

モン）やオステオカルシン（骨形成に関連するホルモン）

の減少などがあります。

講演会場
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　重症のぜんそく患者さんとは、

適切な量・種類のぜんそく治療薬

（管理薬）をきちんと服用してい

るにもかかわらず頻回に症状の

悪化や発作を起こす人たちをい

います。これらの患者さんは頻回

の発作のために仕事や学業・日常

生活に大きな支障をきたしてい

ます。近年になり、このように発作がコントロールでき

ずに苦しんでいる患者さんたちのために新しいお薬が開

発されてきています。

　重症のぜんそく患者さんはそうでない患者さんと違

い、ぜんそく治療薬が効きにくい何らかの体質があると

考えられていますが、そのすべてが医学的に解明されて

いるわけではありません。しかしながら、ぜんそく患者

さんの気管支のアレルギー性炎症を悪化させるいくつか

の体内物質は見つかっており、それらの物質を中和する

お薬が一部の重症ぜんそく患者さんに対して劇的に効く

ことがわかってきました。このような中和作用を持つお

薬を専門的な言葉では「分子標的薬」といいます。最初

に発売された分子標的薬は IgE（免疫グロブリン E）と

いう体内物質に対する中和抗体で「ゾレア」といいます。

ゾレアは重症ぜんそく患者さんの一部で大変よく効きま

した。その後、別の体内物質を中和するお薬が発売され

ました。それが「ヌーカラ」です。

　ヌーカラは、ぜんそく患者さんの体内に増加している

ことが多い IL-5（インターロイキン5）という物質を中

和します。IL-5はアレルギー性炎症を引き起こす白血球

の一種である「好酸球」の大好物であり、多くのぜんそ

く患者さんの気管支粘膜で増加しています。IL-5が気管

支粘膜に増加することでどんどん気道粘膜に集まってき

ます。好酸球に踏み荒らされた気管支粘膜は炎症を起こ

し、ぜんそく症状を悪化させるのです。重症のぜんそく

患者さんにヌーカラを投与すると、IL-5を中和しますの

で血液中や気管支粘膜の好酸球が大幅に減少します。そ

のため、気管支のアレルギー性炎症は鎮静化して症状が

緩和されます。

　ヌーカラはその作用特性から、すべての重症ぜんそく

患者さんに効果が期待できるわけではありません。好酸

球が体内で増加しているタイプのぜんそく患者さんが最

も効果が見込めるといわれています。ヌーカラは通常

1ヵ月に1回、皮下注射で投与されます。投与開始後、

およそ3ヵ月以内に効果は出てきます。患者さん本人が

最初に実感できるのは「発作が起こりにくくなる」こと

です。どの患者さんにも「好調な日」・「不調の日」があ

るかと思います。その好不調の波が小さくなり、好調な

日が増えてきます。発作が起きにくくなりますので、サ

ルタノールやメプチンエアーなどの気管支拡張薬の吸入

をする回数が減ります。気管支拡張薬の消費量の減少も

「効果あり」の間接的な指標になります。もし3 ヵ月を

過ぎても効果がみられなければ「無効」と判断して投与

を中止します。

　ヌーカラのもうひとつの特徴として、合併しているぜ

んそく以外の疾患にも効果がある可能性があります。理

論上、好酸球が原因の疾患に効果があるかもしれないこ

とはご理解いただけると思います。もし患者さんがアト

ピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎

などのアレルギー疾患を合併していれば、それらにヌー

カラが効くことがあります。同様

に好酸球性多発血管肉芽腫症、ア

レルギー性気管支肺アスペルギル

ス症といった難病を合併した重症

ぜんそく患者さんにも効果が期待

できるといわれています。

　ヌーカラは、前述のゾレアと同

様に副作用が非常に少ないお薬で

あおぞら第547号（平成29年）より

社会福祉法人同愛記念病院アレルギー呼吸器科部長
黨  康 夫 先 生

「重症ぜんそく治療薬ヌーカラ」について

ヌ ー カ ラ

黨 先 生
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す。注射薬というデメリットはありますが、薬疹・アナ

フィラキシーなどの副作用の頻度が低く、長期の投与に

おいてもステロイドにあるような副作用の心配はまずあ

りません。しかしながら、新薬であるため大変高価であ

り、かつ何十年も経った際の副作用の有無についてはま

だはっきりとした情報が得られていません。よって、投

与により得られるメリットが、副作用発現のデメリット

を補って余りある患者さん（= すなわち重症ぜんそく患

者さん）のみが投与を受ける資格があります。

　ご自身が「ヌーカラが効く体質」なのかどうかどうか

については、主治医の先生にあらかじめ訊ねておくと良

いでしょう。

トピックス

　ドライパウダー吸入式ぜんそく治療配合剤「シムビ
コートタービュヘイラー」は、長時間作用性吸入β2

刺激薬のホルモテロール（商品名アトック）と吸入ス
テロイド薬のブデソニド（商品名パルミコート）を配
合し、同時に吸入できるようにした合剤（タービュヘ
イラーにより）です。アストラ・ゼネカ社が開発し、
日本ではアステラス製薬から平成22年1月に新発売
されました。
　本剤は2000年にスウェーデンで初めて承認され、
以降世界100 ヵ国以上で気管支ぜんそく（以下ぜん
そく）の治療薬として承認されています。本剤は、欧
米ではすでにぜんそく治療の中心的薬剤として多くの
ぜんそく患者に使用されています。

本剤の特徴

①1剤で気道炎症と狭窄を強力に改善し、ぜんそくコ
ントロールが可能。②ブデソニドとホルモテロールの
相乗効果により、抗炎症効果が増強される。③気管支
拡張効果の発現が早い（吸入1分後）。そして長時間
持続する。④粒子径が小さく（2 ～ 3μm）、細気管支
へも到達する。⑤1剤で用量調節ができ、症状により
増減可能。⑥治療効果と簡便性により、服薬率・治療
の持続の向上が期待できる。
⑦吸入器タービュヘイラーの特徴

●3ステップで吸入できる／ 1. 右へ「クルッ」と
回す  2. 左へ「カチッ」と戻す  3. 息を吐き「スーッ」
と深く吸い込む
●薬の残量・終了の目安が表示される
吸入器の小窓（カウンター）におおよその残りの
吸入回数が表示。残り約20回で赤いラインが見え、
0が表示されたら交換。

　なお、製品30吸入と60吸入があります。

ぜんそくの有病率・病態

　ぜんそくの有病率は成人4％、小児6％で、現在も
増加傾向にあるといわれています。病態は、肺への空
気の通り道である気道が、それを取り囲んでいる筋肉
の収縮により狭くなり、閉塞が起こります。さらにぜ
んそく患者では、気道粘膜がアレルギー炎症を起こし

ていて閉塞を起こしやすくなっています。

吸入ステロイド薬の有用性

　吸入ステロイド薬は気道の炎症細胞に働き、全身的
副作用の少ない薬剤とされています。最近10年間に
おけるぜんそく死の低下に大きく貢献しました。早期
に吸入ステロイド薬での治療を始めるほど抗炎症効果
が期待でき、継続的使用により、薬を使わなくてすむ
状態になります。自己判断で使用を中止してはいけま
せん。中止しても服薬を忘れても、すぐ発作が起きる
わけではありませんが、次第に気付かないうちに悪化
し、症状が現れるのはある限界を過ぎてからです。使
用中止はあくまで専門医の指導の下で行ってくださ
い。主治医の指示があるまで、症状がなくても継続し
て使用しましょう。

吸入薬の使用方法の順守で治療効果を上げる

　吸入ステロイド薬は現在、本剤を含め薬剤・吸入器
具が異なる7種類の薬剤があります。各々の薬剤ごと
に使用方法が異なります。使用する薬剤が変更された
ときには、面倒がらず実地指導を受けて正しい方法で
使用してください。治療効果が上がります。ぜんそくを
悪化させないためにも、良好にコントロールされた状態
の達成・維持が重要です。それには吸入ステロイド薬
を早くから、きちんと、継続して使うことが大事です。

まとめ

　「シムビコートタービュヘイラー」は、粒子が中枢
から末梢の気道まで効率よく到達し沈着しやすい大き
さのドライパウダー吸入式ぜんそく治療配合剤です。
1剤でぜんそくのコントロールが可能であり、気管支
拡張効果の発現が早く長時間作用すること、加えて、
1つの吸入器で用量調節が可能であることにより、簡
単・便利になって、治療効果も実感しやすいことから、
患者のアドヒアランス向上が期待でき、治療の選択肢
が広がり、ぜんそくが良好にコントロールされた状態
の達成と維持を多くの患者で実現できる可能性が示唆
されています。副作用の主なものはしわがれ声、筋け
いれんなどです。

ドライパウダー吸入式ぜんそく治療配合剤「シムビコート　タービュヘイラー」

監修：当会常任顧問、関東中央病院呼吸器内科部長　坂 本 芳 雄 先 生
あおぞら第468号（平成22年）より
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アトピーは難病ではない

　5年くらい前に、インターネットでアトピー性皮膚炎

の患者さんにアンケートを行いました。“アトピー性皮

膚炎は難病であるか”という問いかけに関して、80％以

上が難しい病気だと思っておられるという結果でした。

私たち皮膚科医は、アトピー性皮膚炎は難しい病気では

ないと思っているので、ここから患者さんとの意識の

ギャップが生じています。

　1980年代、アトピー性皮膚炎は現在のように問題に

なる病気ではありませんでした。それが1990年代から、

ステロイド外用剤での副作用がマスコミに取り上げら

れ、それからステロイドバッシングが始まったのですが、

皮膚科学会としてはそのとききちんとしたアクションを

とらなかったのです。放っておけばそのうち静まるだろ

うという、甘い考えでいたわけですね。これは反省すべ

き点だと考えております。

　その頃、成人型のアトピー性皮膚炎の患者さんが徐々

に増加していたこともあり、いつの間にかアトピー性皮

膚炎は難しい病気、という感じになってきたのです。

　ただ、治りにくい患者さんが増えてきたということは

事実なのです。苔癬化といって皮膚が非常に硬くなって

しまう症状や、アトピー性痒疹という、硬いしこりになっ

てとてもかゆい症状、こういうものは難治性で治療に

困ってしまう場合があります。

　重症なアトピー性皮膚炎の患

者さんをどのように治療する

か、日本皮膚科学会が「診療ガ

イドライン」というものを改定

したのですが、病気というのは

100％治そうと思ったら大変な

のです。基本的には、たとえば

学校で勉強する、仕事に行く、そういう日常生活に支障

がない程度にまでコントロールしていくことがとても大

切になります。

　それでも重症な場合は入院するケースもあります。短

期間入院したとき、入院しても治療内容は変えません。

治療が全く外来と同じであるにもかかわらず、入院する

とすごく良くなるケースが結構多いのです。つまり、ど

れだけ治療に集中できるかというところにかかっている

わけです。

皮膚科医の問題

　私が現在の病院に移って15年になります。アトピー

性皮膚炎の患者さんを大勢診察するようになり、気付い

たことがふたつあるのです。

　以前通っていた病院でもちゃんとした薬が出ているの

に、それでも良くならないという方がいらっしゃる。な

ぜ良くならないのかと最初は不思議でしたが、ちょっと

考えればすぐ気がつくのですね。薬をちゃんと使用して

いないのです。ここが問題です、なぜ使用しないのか。

お話を伺いますと、薬を処方されるだけで、十分説明を

してもらえない、皮膚も診てくれない、こういう不満を

訴える患者さんが多いのです。そうすると、安心して薬

を塗ろうという気にならないわけです。当然ながら治療

の効果は出ないことになるのです。

　これは皮膚科医の診療態度に問題があります。たくさ

ん患者さんを診なくてはいけないという理由もあるので

すが……。

　もうひとつに医者の技術的な問題があります。適切な

治療薬が選択されていない場合があるのです。たとえば

先ほどステロイドの話が出ましたが、症状の強い部分に

はそれに合わせて強めのステロイドを使わないとだめな

のです。ですが、往々にして、弱いステロイドで済まさ

あおぞら第462号（平成22年）より

NTT関東中央病院皮膚科部長
五 十 嵐 敦 之 先 生

成人重症アトピー性皮膚炎に対する
シクロスポリン内服療法

五十嵐先生
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れているケース

が多いのです。

そうすると、患

者さんも最初は

塗るけれども、

一生懸命塗って

も効きが悪いわけです。ですから、ステロイドというの

は効かないじゃないかということになって、そこで治療

からだんだん脱落していくことになるわけです。ここを

きちんとしなければいけないですね。

　たとえば、小学校6年生の男の子なのですが、幼少期

から症状があり、ここ1年間で悪化してきた。キンダベー

トはステロイドとしては弱い薬ですが、それをワセリン

に混ぜて顔に使っていたのですね。そうすると、この薬

自体効果が弱いので、症状の強いところに使うと効かな

いのです。そこで、ネリゾナ軟膏というのはほぼ強い薬

なのですが、1週間だけ使うと非常に良い効果が出ます。

そこからステロイドのランクを下げていく、こういう使

い方をします。

ステロイド抵抗性は多い?

　ステロイドが効かない、というお話もよくあります。

これは少々難しい問題で、代謝異常とか、体質の問題な

どがあって、可能性はゼロではありません。ただ、実際

にそのような患者さんを目の前にして、安易にステロイ

ド抵抗性といってはいけないのですね。症状に応じた適

切な治療薬が選択されているか、インフォームドコンセ

ントもされていて、きちんと薬を塗るような環境で使う

ようになっているか、これらのことを吟味して慎重に決

めなくてはいけません。薬を出しただけで、良くなって

いないからステロイド抵抗性、と安易に判断してはいけ

ないのです。ステロイド抵抗性の患者さんは確かにい

らっしゃると思いますけれども、それはごく一部の患者

さんなのです。

　例として31歳の患者さんですが、ステロイドに抵抗

感をお持ちの方でした。苔癬化がかなりありましたので、

ステロイド外用薬を使わないと良くならない。この患者

さんには時間をかけてお話をしまして、塗っていただく

ことができました。アンデベートを2週間使用し、大変

良くなりました。この方は、今回は最初にちゃんと説明

を聞き、納得した上で外用治療を受けられたので良くな

ることができたのだろう、とおっしゃっていました。

　ステロイドという薬は、適切に使うことがとても重要

です。ただ、ステロイドでも反応の悪い方も中にはいらっ

しゃいますので、そういう方に使えるようになってきた

のが、ネオーラル＊という薬です。

＊ネオーラル = シクロスポリンの製品名

重症患者に有効な薬が登場

　ネオーラルは、わが国では平成20年から使用し始め

ましたが、世界的には15年前頃からアトピー性皮膚炎

治療に使われていました。薬というのは塗り薬のほうが

副作用は少ないものです。ステロイドもアトピー性皮膚

炎の治療で内服は普通しませんが、外用はしますね。で

すからネオーラルも外用薬として使えるのなら、そのほ

うが良いのではないかと開発をしたのですが、分子量が

1200とすごく大きいので皮膚からは吸収されず、外用

薬としてはうまくいかず、内服薬として開発されました。

　そして今年のガイドラインで改定されたのですが、全

身療法のところにネオーラルのことが初めて記載されま

した。ただし、使い方に関しては、治療指針のほうを見

てくださいという書き方をしています。

　外国のガイドラインも、基本は外用療法が主体ですが、

重症の難治性の場合に使いなさいということが書いてあ

ります。ここはスタンスとしては同じだと思います。

　位置づけとして、非常に強い炎症を伴う皮疹を持って

いる方に有効で、痒疹結節の苔癬化、こういう方で非常

にかゆみの強い方が使うのがいちばんいいと思います。

また、既存の治療では十分な効果が出ない方や、ステロ

イドの副作用の出やすい方にも適応すると思います。

　ただ、免疫抑制剤ですから、いろいろな副作用もあり

ます、この薬は、たとえば臓器移植の免疫抑制のときに

使うのですが、そのような場合の使用量に比べてかなり

量が少ないですから、検査の異常というのは出にくいこ

とは出にくいです。ただ、悪性腫瘍などには注意しなけ

ればいけない。ずっと使い続けていると、歯茎が肥厚し

ていってしまう。それから消化器症状は結構あります。

あと、足がむくむということもあります。

　ですからちゃんと医師の指導のもと、注意しながら

使っていかなければいけない薬です。
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タクロリムス

　タクロリムスは分子量が大

きい薬なので、アトピー性皮

膚炎の炎症で皮膚が壊れてい

る時は吸収されますが、正常

に戻ると吸収されません。ス

テロイド特有の局所への副作

用もなく、長く塗っても湿疹があるところだけに入りこ

んで修復してくれるので、メンテナンスとしてずっと塗

るのに非常に適しています。

　タクロリムスは、顔の炎症を抑えるのに適しています。

顔は皮膚が薄くステロイドの吸収が良いので、ステロイ

ドを長期に使うと副作用が出やすいため、湿疹が良く

なったらタクロリムスに切り替え、維持していきます。

ステロイドでは取れない赤みが取れるという特徴もあり

ます。かゆみを抑える作用もあり、湿疹のあるうちから

かゆみが止まってくるので、かかないというメリットも

あるのです。

　しかしタクロリムスは、顔専用の薬ではないです。首

でも良いですし、皮膚の薄い方だったら体全部使えるこ

ともあります。体幹は無理でも、肘窩とか膝窩はうまく

いくこともあります。肘や膝は再燃しやすいので、塗っ

てメンテナンスするとかなり再燃を予防できるというこ

とです。添付文書によると、1日1回5グラムまで使っ

て良いので、10FTU 分あるわけです。顔に全部塗って

も2.5FTU 分であり、腕2本を塗ってもまだおつりが来

ます。欧米では大きなチューブがあります。体にも使っ

ていて、非常に良いコントロールをしているのでしょう。

日本は残念ながら小さなチューブでしかないのですが、

保険で使用できるので、もっと積極的に使われるべき薬

だと思います。

　ステロイドは即効性もあって、いろいろなランクもあ

りますから、これで炎症を良くします。良くなったとこ

ろをメンテナンスするのに、タクロリムスを使うと良い

使い方になります。

タクロリムスの導入方法

　タクロリムスの導入時のポイントとして、ステロイド

でしっかりと炎症を落ち着かせ、落ち着いたところで開

始します。皮膚が真っ赤で湿疹のひどい場所に塗っては

いけません。また、体が熱い状態で塗ると、ピリピリし

たりしますから、よく冷ましてから塗ってください。

　初めはほんのちょっとから塗り始めてください。500

円玉1枚分からでも良いです。塗っていると、刺激感が

出ても必ず慣れますから、慣れたらちょっとずつ広げま

す。顔全体や首にまで塗れるようになるまでに1 ヵ月や

2 ヵ月かかっても良いです。そのくらい時間をかけてや

るだけの価値のある薬なので、ちょっとピリッとしたか

らすぐやめるではなく、じっくりと、少しずつ導入して

ください。

　また、とくにタクロリムスを導入した頃に、熱いシャ

ワーをあてたりしないようにしましょう。日光も刺激に

なります。タクロリムスを導入している頃にたくさん日

焼けをすると、ヒリヒリが二重になるのでやめてくださ

いということです。タクロリムスを塗って日光に当たっ

てはいけないということではなく、普通の生活をしてい

ただければ良いのです。

処方保湿剤

　最初にお話ししましたが、保湿剤で皮膚の大事なバリ

アを補強します。今いちばん使われている保湿剤はヘパ

リン類似物質です。尿素もよく保湿剤にありますが、尿

素は刺激になることがあります。保湿剤でピリピリとい

う経験のある方は、尿素だったかもしれないです。ヘパ

リン類似物質は空気中の水分をどんどん引き寄せて、皮

あおぞら第568号（平成31年）より

東京女子医科大学皮膚科准教授
常 深 祐 一 郎 先 生

広がるアトピー性皮膚炎治療の選択肢

常 深 先 生
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膚の中に取り込んでくれます。尿素も水を引きつけます

が、ヘパリン類似物質はもっと水を引きつけます。先発

品もジェネリックも合わせて、たくさんの製品がありま

す。保湿剤には高い保湿性が要求されますが、ヘパリン

類似物質はそれができるので、よく使われているという

ことです。

保湿剤の適量

　保湿剤も塗る量が大切です。薄く塗るのではなく、フィ

ンガー・チップ・ユニットの考え方でやっていただけれ

ばいいと思います。

　一生懸命すりこんで、薬が見えなくなったほうがしみ

こんで効いていると思われている方もいるかと思いま

す。一生懸命すりこむと、薄く広がって、結局そこに薬

はないのです。しみこんだから見えなくなったのではな

く、ないから見えないので、それでは薬は効かないので

す。塗ったところがテカテカと光って一目瞭然の状態だ

と、そこには薬があって、それが薬の効く状態です。こ

の塗り方を覚えていただくだけでも、今日の話は価値が

あると思います。

保湿剤の剤形

　保湿剤にもいろいろな剤形があります。ローション、

クリーム、油の中に水が浮いているちょっと特殊なクリー

ム、ソフト軟膏など、いろいろありますから、ご自分の

皮膚の状態や好みに応じて出してもらうと良いです。

ひっかき傷が多いときは、ややベタつきがソフトな軟膏

のほうが良いです。傷がないときは、サラサラで、塗り

心地重視でクリームかローションを選べば良いです。

　たくさんバリエーションがありますから、同じクリー

ムの中での微妙な入れ替えでも、ずいぶん塗り心地が変

わります。

トピックス

　皮膚のバリア機能を補う治療（保湿）と炎
症を抑える治療（抗炎症療法）が治療の主体
となっていたアトピー性皮膚炎の治療に初め
て、バイオ医薬品で注射薬のデュピクセント
が発売されました。どのような薬なのか、ど
のような患者に使えるのかを、当会常任顧問
で東京逓信病院副院長兼皮膚科部長の江藤隆
史先生にお聞きしました。

デュピクセントとはどのような薬で
すか。
デュピクセントは「IL-4」と「IL-13」
という物質（サイトカイン※）の働

きを抑えることで、かゆみなどの症状や皮疹
などの皮膚症状を改善します。

※体内の細胞同士の情報伝達を行うタンパク質

どのような方が使えますか。

今までの外用薬の治療法で十分な効
果が得られない、成人アトピー性皮

膚炎の方に使えます。

どのように使うのでしょうか。

投与初回は2本（600ミリ）注射し、
その後は2週間に1回、1本（300

ミリ）を皮下注射します。

副作用にはどのようなことがありま
すか。
過敏症反応として、ふらつき感、息
苦しさ、めまい、嘔気、皮膚のかゆ

みや発赤、関節痛、発熱などがあるようです
が、そのような場合は、すぐに主治医に相談
してください。この薬に特徴的な副作用が結
膜炎ですが、適切な治療を施せば大丈夫です。

注射を開始してからどれくらいで効
果が出てきますか。
だいたい2週目から4週目くらいで
EASI スコアと呼ばれる症状の指標

がぐんと落ちます。実際に「かゆみが減った」
という方が多いのです。デュピクセントを併
用することで、ステロイドの外用量を減らす
ことができ、かゆみのない患者さんが増えて
くるのではないかと思います。

アトピー性皮膚炎の初のバイオ（生物学的）医薬品「デュピクセント（一般名：デュピルマブ）」
回答：当会常任顧問、東京逓信病院副院長兼皮膚科部長　江 藤 隆 史 先 生
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A

A

Q

A

A

Q

Q

A

Q

あおぞら第564号（平成30年）より
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　朝はサラッとし

たローションで、

お風呂の後はしっ

かりクリームを

塗って保湿など、

朝夜で使い分ける

のも良いです。症

状での使い分けや季節による使い分けも有効です。

　缶に入ったガス式のフォーム剤も出ました。保湿成分

のみなので、真夏でも塗れるくらいサラッとしています。

ガスで出てきますから、すごくきめ細かい泡でよくのび

ます。ただ、のばしすぎだけは注意してください。

　これからの季節は乾燥して、しっかり保湿しておかな

いとかゆくなるので、ソフト軟膏かクリームがよく使用

されます。

処方の保湿剤の容器

　最近は、大きいチューブやボトルの容器もあります。

小さなチューブは絞るだけでも大変ですから、大容量の

ものをもらうというのもひとつの手です。家に置いてお

くのはボトル、会社に持っていくのはチューブという使

い分けもあります。容器もいろいろな好みに応じられる

ように日々進歩しているので、同じ薬を塗るのでも、少

しでもらくに好みに合わせて続けられるようしたほうが

良いです。

市販の保湿剤

　市販の保湿剤もぜひ活用していただきたいです。市販

薬のメリットは、いつでもどこでも、誰でも買えるという

ことです。市販品は容器が大きいですし、保険薬にはな

い剤形があります。ジェルローションなどベタつきの少

ないものもあるので、自由に選んで試してみてください。

皮膚の洗浄方法

　皮膚の洗い方も大事です。石けんでも何でも良いので、

よく泡立てて、手のひらでなでるようにしてください。

泡立てないと汚れは落ちないです。こすって落とすので

はなく、泡でなでることにより汚れを落としてください。

こすりすぎると皮膚に傷をつけ、必要な皮膚の成分も全

部落としてしまいます。また、あまり熱いお湯を使用す

ると必要な皮膚の保湿成分が全部抜けますから、適度な

ぬるま湯を使います。長湯も避けて、さっと出て体をふ

いて、保湿剤をたっぷり塗ってください。

シクロスポリン

　そんなに新しくはないですが、本当に重症の場合など

塗り薬だけでは解決できない場合に、シクロスポリンと

いう免疫抑制剤の一種の飲み薬があります。病気が悪く

なったときだけ、短期間で使っていきます。ガイドライ

ンでも、ある程度使ったらちゃんと休んでくださいと書

いてあります。要所要所で使うと、本当によく効きます。

しかし、塗るのは難しいけど飲むのは簡単だから、ずっ

と続けたいというのはだめです。絶対副作用が出ますの

で、レスキューに使うということです。大事なことは、

塗りながらどうしても間に合わない期間だけを飲み薬で

乗り切るということです。

デュピルマブ

　デュピルマブという抗体薬が出ました。この手の薬は

いろいろな領域でたくさん出てきています。アトピー性

皮膚炎の複雑なメカニズムの中に出てくる、親玉みたい

なサイトカインの働きを抗体で抑えるという注射薬です。

私の臨床試験の患者さんで、皮膚の症状がなくなっても

注射を休むと悪くなる方がいます。ということは、完治

する薬ではないということです。やっている限りはすご

く良いです。重症だった方がグッと良くなって、すごく

きれいになります。ただ、炎症後色素沈着は残ります。

ネモリズマブ

　かゆみを起こす物質をブロックするようなネモリズマ

ブという抗体の薬も作られつつあります。注射すると、

かゆみがグッと抑えられます。ただ、かゆみは抑えるの

ですが、皮疹自体があまり良くなるわけではないので、

塗り薬はきちんと使わないといけないです。

新薬と塗り薬による基本治療

　アトピー性皮膚炎を起こすメカニズムには、いろいろ

なところにさまざまな物質が関わっています。このいろ

いろな物質に対して、非常に多くの薬が開発されつつあ

ります。失敗するものもあり、すべてが世の中へ出ては

満席の講演会場
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トピックス

　みなさんは TARC（タルク）という血液検
査をご存知ですか ?　TARC とはアトピー性
皮膚炎の皮膚症状の重症度が数値でわかる血
液検査です（詳細は左の解説参照）。
　アトピー性皮膚炎の重症度を測る今までの
血液検査では、IgE 値や好酸球、LDH などの
検査をすることが多かったと思います。しか
し、皮疹はひどいのに IgE が高値にならない
場合や、好酸球、LDH では他の炎症疾患と
の区別がつかないということもあり、必ずし
もアトピー性皮膚炎の重症度を表すものでは
ありませんでした。平成20年2月に TARC
の検査薬が発売され、アトピー性皮膚炎の標
準的な治療による皮膚症状の変化の程度が短
期間に検査値に反映され、病勢を早く、的確
に判定することができるようになりました。
基準値の目安（これを下回るほうが良い）
 小児（6カ月以上1歳未満） 1,367pg/ml
 小児（1歳以上2歳未満） 998 pg/ml
 小児（2歳以上） 743pg/ml
 成人 450pg/ml

患者が自分の重症度を知る意義

　アトピー性皮膚炎治療ガイドラインでは、
皮疹の重症度を医師が判定し、その重症度に
合った強さのステロイド外用薬を使用して治
療することとなっています。そこで皮疹の視
診とともに、TARC を使って数値で重症度を
正しく把握することが大切になってきます。
重症度判定は医師の判断によるものですが、
皮疹の状態が毎日のように変わるアトピー性
皮膚炎では、患者自身も外用薬を塗る際に自
分の体の状態を把握し、医師のアドバイスを
思い出しながら適切に塗っていくことでセル
フコントロールができるようになってきます。

　また TARC は、良くなったときも数値で
わかります。きちんと医師の指示通りに治療
をして皮疹が良くなると、目に見える皮膚の
状態の改善とともに TARC の数値が下がる
ことにより、自分が治療に努力した成果がわ
かるのです。

皮膚の下の状態を知る

　ステロイド外用薬は、塗るのをやめるとす
ぐに悪くなるから塗りたくないと思っている
方はいますか。皮膚の表面上は治ったように
見えても皮膚の下の炎症細胞があるとすぐに
悪化してしまうため、炎症細胞がなくなるま
でステロイド外用薬を塗る必要があるのです。
皮膚の下の状態は、触ってかたいかどうかで
もわかりますが、TARC を測ることで正確に
わかります。表面上治ったように見えていて
も、TARC が正常値になるまでステロイド外
用薬を使うことで、アトピー性皮膚炎をしっ
かりコントロールすることができるのです。

私の検査値

　 私 の 直 近 の 検 査 値 は TARC4,500、 総
IgE 12,000です。検査値からもアトピー性
皮膚炎は重症だといえます。仕事があるため
に主治医の診察を受けるのは2 ～ 3カ月に1
回です。TARC を測っても、結果を聞く次の
診察までには症状が軽快と悪化を繰り返して
しまうので、残念ながら検査結果を有効に使
えていません。検査日にすぐに結果がわかる
と良いと思いますが、自分の状態が客観的に
わかる検査があることを知り、皮膚の表面だ
けでなく TARC が良くなることで、治療の
成果を実感していきたいと思います。

アトピー性皮膚炎の重症度を測るTARC
	 ー自分の皮膚の重症度を知り、適切な治療を受けるためにー

監修：当会常任顧問、東京逓信病院皮膚科部長　江 藤 隆 史 先 生

【解説】TARCとは
　アトピー性皮膚炎の炎症を起
こす主役は Th2 細胞というリ
ンパ球の 1 種です。アトピー
性皮膚炎の皮膚では TARC と
いう物質が多く産生され、こ
れが Th2 細胞を引き寄せます。
TARC がたくさん作られている
ほど炎症が強くなりますので、
血液中の TARC の量を測るこ
とでアトピー性皮膚炎の活動性
をある程度把握できます。

（日本アレルギー友の会顧問東
京女子医科大学皮膚科講師常深
祐一郎先生）

きませんが、たくさんの治療薬が治験段階にあります。

いくつかは必ず数年内に出てきますので、今日の内容は、

数年後には少し変わっていると思います。しかし、塗り

薬がいらなくなることはないということは事実ですか

ら、今日の話はずっと有効です。

　今後、たくさんの薬が出てきたときにどういう使い分

けをしていくのかは、まだわかりません。モデルとして

は、塗り薬をベースにして、どうしても足りないときに、

シクロスポリンや新しい形の薬や注射薬を使用していく

のかもしれません。

　土台は塗り薬で、足りない部分を飲み薬か注射薬で少

し補うというイメージです。大事なのは土台の塗り薬と

いうことで、外用療法の話を中心にさせていただきまし

た。

あおぞら第479号（平成23年）より
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1トピックス

　最近、ぜんそくの相談や会員からの声とし
て何かと話題に上ってきているステロイド吸
入薬フルティフォームについて、呼吸器疾患
の薬に詳しい薬剤師の中島謙司先生にお聞き
しました。
　
1どのような効果があるか

　ぜんそくの重症度は軽症のものから順に、
軽症間欠型・軽症持続型・中等症持続型・重
症持続型の4段階に分類されています。
　本剤フルティフォームは、気道炎症を抑え
る効果のある吸入ステロイド (ICS) と、気道
を広げる効果のある長時間作用型β2刺激薬
(LABA) の配合剤であり、軽症持続型以上の
重症度に対し推奨されている薬剤です。

2今までの薬と異なる点・特徴

　平成27年7月現在、ICS/LABA の合剤は
全部で4種類が国内で使用されています。薬
剤ごとにデバイスや成分にそれぞれ特徴があ
りますが、フルティフォームの最大の特徴は
エアゾール製剤 (PMDI) というデバイスかと
思います。
　ドライパウダー製剤 (DPI) は吸入時の操作
が複雑であったり、適切な吸気流速が必要で
あったりするのに対し、PMDI はボンベを押
すだけで1回分の薬剤が噴霧されるため、同
調吸入というコツは必要になりますが比較的
簡単に使用することができます。また、ほか
の PMDI と比べると薬剤の噴霧スピードが
緩やかになるよう作られているため、同調吸
入の問題や、嗅声や口腔カンジダといった口
腔内の副作用も少なくなっています。
　薬剤の特徴としては、通常 LABA はゆっ
くり長く効果が発現するのに対して、本剤の
ホルモテロールという LABA の成分は、長
時間作用型にもかかわらず発作時に使用する
短時間作用型β2刺激薬と同等に速やかに発
現する点です。

3この薬剤を使用する際の注意点

　PMDI 全般に言えることですが、ボンベを
押すのにある程度の力が必要です。本剤にお

いてはフルプッシュという補助器を無料で配
布しており、これを使用することで、どなた
でも少ない力で噴霧することができるため、
硬いと感じる方は薬局にて薬剤師に申し出て
いただければと思います。
　ICS による嗄声や口腔カンジダといった副
作用があるため、吸入後のうがいは必ず必要
になります。うがいをしっかりされていても
副作用が出てしまう場合は、食前での使用や、
有料になりますがスペーサーを用いて吸入す
ることで改善される場合もあります。また、
意外なものですと LABA の成分で足がつる
ということもしばしば起こります。吸入薬と
は関係ないと判断せず、そのような症状があ
る場合は一度医師へお伝えいただければと思
います。

4積極的な治療への参加を

　ぜんそくを軽く考えている方も多いです
が、現在でも年間で2000人弱の方が亡く
なってしまっています。しかしながら、すべ
ての患者様がしっかりと治療を継続できれ
ば、ぜんそく死は限りなくゼロに近づけるこ
とができると考えられています。
　今回はフルティフォームに関してご紹介さ
せていただきましたが、デバイスとしては
DPI でも手技が比較的簡単なものや粉の量が
少ないデバイスもあり、薬剤としては発作時
に使用することができる薬剤や1日1回で効
果が持続する薬剤もあります。配合剤以外の
吸入薬も含めると、さらに多くの選択肢があ
ります。これらの薬剤の中から自身の病態や
生活習慣に最適な薬剤を選択することが、ぜ
んそく治療において良好なコントロールが取
れた状態を保つために非常に重要なポイント
となります。
　診察や服薬指導の際に自身から申し出てい
ただかなければ気付けない部分もありますの
で、治療方法に関しては医師と、薬や疾患の
情報等に関しては薬剤師とよく話をして、積
極的に治療に参加していただければと思いま
す。

ぜんそく治療薬「フルティフォーム」

ミネ医薬品株式会社　ミネ薬局清瀬店管理薬剤師　中 島 謙 司 先 生
あおぞら第526号（平成27年）より
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患者・家族の体験談に見る50年
日本アレルギー友の会の会報『あおぞら』では、会員の皆さまからお寄せいただい

た貴重な体験談を数多く掲載。ぜんそく、小児ぜんそく、アトピー性皮膚炎など、

同じ症状に悩む患者・ご家族の方々に、参考にしていただくと同時に多くの共感

や励ましをお届けしてきました。

この50年間、誌面に寄せられた患者・ご家族の皆様の切実な声を、ほんの一部

ですが、ご紹介します。

患者・家族の体験談に見る50年Ⅰ		1969年2月〜1979年1月　	　p67

患者・家族の体験談に見る50年Ⅱ		1979年2月〜1989年1月　	　p74

患者・家族の体験談に見る50年Ⅲ		1989年2月〜1999年1月　	　p79

患者・家族の体験談に見る50年Ⅳ		1999年2月〜2009年1月　	　p85

患者・家族の体験談に見る50年Ⅴ		2009年2月〜2019年1月　	　p91

Contents

※『あおぞら』では実名で掲載されていますが、本誌ではイニシャルとさせていただきます。
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　私が同愛記念病院のアレルギー科を知ったのは、ごく

最近のことであった。私を含めた世の職業人たちは、な

かなか入院に踏み切れない事情がある。私も同棟の多く

の人達と同じように、最早どうにもならなくなって、追

いつめられた状態で入院したのであった。

　今その約2 ヵ月間の入院生活を振り返ってみますと肉

体的治療と精神的治療の両面がなされたように思いま

す。もちろん喘息の治療も根本的になされたように思い

ます。一時的な治療法ではなくて体質改善という長期的

で、しかも忍耐力のいるものであったと思います。不思

議なことに入院前はほとんど毎日に近いくらい軽い発作

に見舞われ、一時、発作止めの注射をしてきたことが、

入院中は軽い発作が数回であったから、他の患者から普

通の健康人のように思われてしまった。私が思いますに、

入院生活のよさは、第一に定期的長期展望に立つ治療と、

規則正しい生活であったと思います。特に精神的な不安

に陥り易い患者は、同病者の人達に会うことによって、

少しでも救われるような気がします。そして個我的な思

考から脱皮し、豊かでのんびりとした精神状態が、ある

面では多大な効果を上げたことも見逃せません。

　入院中、沼田氏、細川氏、そして若い諸氏の熱意にか

られて、患者達の "励ましの会"が生まれたことはやは

り私個人にとっても非常に喜ばしいことでした。少なく

とも、同病の人達がしっかり、手を携えて、歩まなけれ

ばならないと思います。幸い私は、２ヵ月の治療を完了

し現職にあります。入院中は苦しかった日々も、今は遠

い昔のよう。私の人生を豊かにする意味においても、大

切な期間であったように思います。

　そこで最後にひとつ思うのですが、退院後の生活が不

安なくできるよう、アフターケアー的施設をぜひ作って

欲しい。多くの患者は多少なりとも将来に不安があるの

ではないでしょうか。そういう不安がある限り、まだ治

療が完全に終わったといえないでしょう。

あおぞら第2号（昭和44年7月1日）より

私の入院生活の思い出

K . N

患者・家族の体験談に見る50年

Ⅰ
1969年2月～1979年1月

この10年の主な動き

◦東京は大気汚染がひどかった。

◦喘息は気道の狭窄、気道過敏性の亢進とアメリ
カの胸部学会で定義。

◦喘息の治療薬も少なく、吸入や飲み薬で発作が
治まらないとネオフィリンやステロイドの点滴を
して抑える対症療法が中心だった。

◦喘息患者用のリハビリセンターができる。

◦1971年抗アレルギー薬（インタール）発売。

◦1978年日本で初の吸入ステロイド（ベコタイド、
アルデシン）発売。

◦喘息死亡者数年間約8,000人（1969年現在　
厚生労働省統計）。

▼ぜんそく体験談

（昭和44年） （昭和54年）

当時の同愛記念病院
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　喘息、何という忌まわしい名前だ。読んで字のごとく

あえぐ息。私は10年前から、30歳を過ぎてこの悪魔の

ような奴と毎日を戦ってきた。言語に絶するこの苦しみ、

息が止まってしまいそうな発作、脂汗は背中を流れ、死

ぬんじゃないかと思う恐怖感、気管支をふさぐ悪魔、両

手で胸をそしてのどをかきむしった。床に休むことがで

きず、家の中は笑いを忘れ、妻も子供も不安と恐怖にお

ののく目で私を見るようになってしまった。

　そんなときに同愛記念病院の北原先生に診察していた

だき、「貴男は今入院して直さないと、廃人になってしま

いますよ。でも今なら1ヵ月で治ります」といわれました。

私は10余年苦しんできた喘息をわずか1ヵ月で治すことは

いくら先生でも困難ではないかと、心の中で思いました。

　いよいよ入院の日、妻と二人で同愛記念病院へ向かっ

た。入院の手続きを終えたとき、疲れと安堵感から発作

がおきて私は失神してしまいました。そして気がついた

ときは、2階のベッドへ横になっていました。それから

が先生と私と喘息の戦いです。1週間ぐらいから目に見

えて良くなり、10日目頃から苦しみから解放され、あ

まりの急変ぶりに驚き、昔の私をとりもどした喜びは何

とありがたくそして嬉しかったことか。苦しみ悩んだ灰

色の昔よ、喘息で苦しんだあのとき、健康になった現在

の呼吸のなんとありがたいことよ。

　最後に同病で苦しんでいる人達は、迷わず専門医に診

てもらうことです。10余年苦しんで得た私の経験から

申し上げます。

　当病院に入院して1年となるが、

現在なお脳裏深く刻み込まれてい

る思い出、体験を振り返ってみよ

う。

　昨年9月28日午後より翌日にか

け大発作起こる。静注2本、点滴3

本、酸素不足により酸素瓶2本を

使用し、やっと発作おさまる。この間、昼夜をとわず、

看護婦さんは献身的な看護をしてくれる。発汗激しい額

の汗を何回となく拭いてくれるのも知らずに…、苦しさ

のため理性を失い野獣化したような私は些細なことにも

気が立ち、イライラあたりちらす。

　　　　呼
い き

吸も汗荒き言吐く看護婦へ

　　　　汗拭ふ看
み と り ふ

護婦やさし瞳もて

　死の苦しみといっても言い過ぎでないほどの重篤な状

態を20数時間ぶりで脱し、平静になり笑顔がもどる。

　お尻のまわりが何かうずうずして気持ちが悪い。パン

ツを見ると脱糞と出血でパジャマを透しシーツまで汚れ

ている。苦しさのあまり脱肛したまま暴れたので、肛門

が裂け切れてしまったのである。こんな汚れたものをさ

り気なく始末してくれた看護婦さんには、いくら苦し

かったといえ、今もって恥ずかしく汗顔の至りである。

　それからの私は秋というのにこれといった発作もな

く、小康の日々がつづく。

� 秋灯し発作なき日々壁の冷え

� 銀河澄み天に点滴ある如し

　ある凍てし夜、突如胸を裂くような咳、声をともなう

喘鳴が病廊を筒抜け、この異常な出来事に目覚む。「ブス、

ブス」というブザーを押す音が不気味にひびく。看護婦

さんが廊を駈け、重くるしい時間が5分10分とつづく。

ふと過日脱糞までして苦しんだことが私の脳裏を走る。

しばらくしてまたもとの静けさにもどる。発作が早くお

さまってほんとうによかった。

� 咳激し若き看護婦廊を駈く

あおぞら第2号（昭和44年7月1日）より

あおぞら第36号（昭和49年10月1日）より

軽快した喜び

入院雑感

M . K

M . K

▼ぜんそく体験談
▼ぜんそく体験談



69　日本アレルギー友の会 50周年記念誌

あおぞら第8号（昭和46年1月1日）より

“はなかい私の夢”

T . M

　カドミ・ヘドロに排気ガスそれらの騒音、悪臭の　公

害記事の出ない日なし　けがれた日本を脱出し　グワム

島かニューギニヤ　行きたいけれど此の私　貧しき身な

れば夢のゆめ。

　ましてや現在喘息でゼィゼィ、ヒューヒュー言い乍ら

病院のベッドに横になり　リンゲル点滴　受けつつも

いっそ生命を断とうかと　幾度思えど　そのたびに　子

供の顔が　目にうかぶ。

　栄作さんは幸福者　3000万円　椅子つきの　何の苦

もなく4選し　1億円ものヘリコプター　防衛省より　

もらいうけ　私には　トッテモ解らない1年に何回乗る

のヤラ。

　そんな予算が有るならば他には使うみち多し　公害犠

牲に　成っている　喘息患者の治療費を　国費で　無料

にして欲しい　貧しい私の　ただひとつ　儚いハカナイ

願いナノ

あおぞら第4号（昭和45年1月1日）より

過去を思い感じたこと

F . M

　発病して30年、よく今日まで生きてこれたと、自分

のことながら感心しています。

　3歳の終わり頃から風邪をひくたびに強いセキが出始

めて、なかなか治らずに、また次の風邪をひく有様でし

た。そんなことをくり返しているうちに、気管支を痛め

ていたのでしょう。5歳になったある日、真夜中に突然、

呼吸困難におそわれ、医者に喘息と診断されました。そ

れからは、1年に3度くらいの程度で、発作が起きてい

ました。今考えてみると、身体がつかれていたときや、

季節の変わり目に出ました。

　その当時の治療は、注射をして発作を抑えるだけで、

これといって新しい方法はありませんでした。そこで、

私は3年間くらい、乾布まさつをしました。そのことが、

私のうす着で過ごせる源になっていると思います。

　医者がいうには、学校へ上がる頃と、19歳頃の2度く

らい、治るチャンスがあるということでした。それから

後は、そのことだけを心の支えにして、苦しいときにも

がんばりました。でも学校へ上がっても駄目、治るどこ

ろか発作の回数が多くなりました。今度は19歳を待ち

ました。でも、1年ごとに発作が強くなり、体力のつく

間がなくて、19歳を迎えたときには、床の中から起き

上がれなくなっていました。そのときの気持ちは、何と

いい表したら良いか、今でも忘れませんけど、まず、最

初に、死ということを考えました。医者も恨みました。

両親のことはもちろんのこと、何もかもがにくらしく、

毎日毎日泣いていました。

　私は青春という字を、にくみました。お友達は、それ

ぞれ楽しく過ごしているのに、私は、ただ見ているだけ

です。恋愛、結婚と、この世の中に生まれてきて、どれ

一つとして味わわずに過ぎ去りました。

　いまになって考えてみると、その当時は精神的な安定

がなく、そのために病気を悪くしていたのだと、永い間

見つめてきて、わかりました。この病気には、肉体的に

はもちろん、それと共に精神的な安定が必要なのです。

二つが並行してやっと、回復への足がかりになるのだと

思います。

　発作の症状が表れてくると、不安になるのは、誰しも

同じです。それをいかにして抑えるか？　自分の具合の

悪いのを見つめながら、治療をすることは、大変なこと

ですけど、やってみて無駄ではないと思います。私は入

院生活をして、わからないことはうるさい程先生に質問

して答えてもらい、自分でも体験して、いくつかの方法

▼ぜんそく体験談
▼ぜんそく体験談



日本アレルギー友の会 50周年記念誌　70

患者・家族の体験談に見る50年Ⅰ 1969年2月〜 1979年1月

をまとめました。神経質になることはいけませんが、もっ

と薬のことや注射のことなど、考え直してみてはどうで

しょうか。

�幸い、アレルギー患者の友の会もできたことだし、お

互いに知っていることは教え合い、心配事があるときに

は聞いてあげるように、助け合っていきたいと思います。

　退院後、早や3年を経過しましたが、軽度の慢性症状

は依然として続いております。喘鳴のない日は数える程

ですが、いつか必ずくる「あおぞら」を夢見、確信して、

その日に備えあせらず、たゆまざる努力を続け、いつ終

わるとも知れぬアストマとの闘いを展開して参りました

が、つい１週間程前、風邪をひき、ついぞ忘れていた悪

夢の眠れぬ一夜を過ごしてしまいました。連続的な強い

発作ではないが、どうにも止まらないといったもの、自

分ながらに会得した治療法を全部行ってみましたが駄

目。大学病院の救急治療を受け、やっと止まった次第に

て、アストマの恐ろしさを再認識させられました。タブー

である過労（心身共の）、風邪の複合より起因せる人災か。

かなり疲れており十分下地ができていたところへ、タイ

ミングが合ってしまったようです。

　今後の自分の生き方に警鐘を与えてくれたこの出来

事。なおざりにはできません。

　昨年は日本の経済界・産業界にとっては未曽有の厳し

い試練の年でした。大会社の人員整理の記事が紙面を賑

わすことが再三ありました。久しくなかったこと。中小

企業ならなおさらのこと。病弱者は真っ先に整理の対象

にされます。免れても危急存亡の時なれば率先して業務

に励まねばなりません。治療に通うのもだんだん日がの

び間があいてきます。毎日残業の連続となります。短期

なればまだしも長期ともなれば蓄積疲労も免れず、やが

て日中もせきこむようになり、顔を一時真赤にして苦し

みハンドネプライザーのお世話になる始末。警報発令と

もなれば無理もできないが、仕事は山積、帰るに帰れず

つい無理をする。悪循環を繰り返すことになります。

　伝統ある年功序列の時代は過去のものとなりつつあ

り、健康序列・能力主義の時代を迎えたようです。一度

健康を害し、長期化・慢性化してくれば、健康管理が十

分でないとの烙印を押されがちです。

　しかしこれからの残された人生を生き抜くため、より

良い人生を大切に送るため、逆境に負けてはなりません。

悪循環は断ち切らねばなりません。今ならまだ何とかな

る。現状を打破し、健康第一に徹すべく長年の勤務先を

退職。転職を決意し、今年こそ体質改善の大目標を達成

し、アストマと訣別すべく張りきっている次第です。

あおぞら第17号（昭和48年2月28日）より

ある体験

A . K

　喘息とつき合って8年になります。43年3月、現場よ

り本社転勤を命ぜられ、今までとは全く違う仕事なので

無理をしたところに風邪をこじらせ、悪い条件が重なり、

転勤になったばかりなので休むまいと頑張り、仕事にも

熱中した結果、近所の医者から「喘息」と診断されたの

です。

　初めは「ゼーゼーピーピー」するくらいで苦しくはな

かったのですが、風邪をひいたり、無理をすると、息苦

しさを感じるようになり、これではいけないと思って喘

息にいいという病院に2、3行ったが一向に治らず、40

歳近くなって症状も難治性となってしまったのです。友

人のすすめで臍緒埋没手術がよいというので、これもた

めしたが、治らずじまい。「溺るる者は藁をも掴む」思

いで他人は笑うでしょうが、神頼みもやりました。しか

あおぞら第74号（昭和53年1月1日）より

理解ある方々に囲まれて

S . W

▼ぜんそく体験談

▼ぜんそく体験談
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　ゼンソクという厄介な病にとりつかれた幅広い年齢層

の中で、一番つらい思いをするのは、勤め人（給料をも

らって、毎日出勤しなければならない立場にある人たち）

ではないかと――私はそのように感じています。

　外に勤めの本拠をもち、毎日の勤めによって得た給料

で家族を養い生活する一方、職場では、上役、下役、ご

同役との職務上の人間関係で、神経をすりへらしている。

まして、平社員から係長、課長へと管理職の階段をのぼ

ると、そこには管理責任と、上下とのサンドイッチ的な

苦悩が待ちかまえているから、大きなストレスがのしか

かってきます。健康人でも、やりきれないのが、ゼンソ

ク持ちには、これが一層こたえるのは当たり前。

　早朝からの発作に、手許にある幾つかの薬を服用し、

いたたまれない呼吸の苦しさの静まるのを、展転反側し

ながら待つ。この「待つ」間が、全くつらいのです。午

前中に上役に説明しなければならない事項があること、

午後の会議の準備のことなども気がかりだが、これでは

出勤時刻の予定もつきかねる。

　ところが、職場の連中は、ゼンソク発作というものが

いかなるものか、判っちゃいないから、良い加減な解釈

をしているわけです。判らないから理解がない。

　発作がおさまり、やりきれない気分で職場に入ります

が、そのときは症状がないから見掛けでは、今朝苦しん

だとは判らない。

　何回となく使った言葉だが、とに

かく上役に挨拶しないと、仕事にか

かれません。

　「今朝もゼンソク発作にやられて、

ご迷惑かけました」

　「まあ無理せんでください」とギョロリ。

　腹の中では「この男、ゼンソクといっては、遅刻欠勤

するが、仕事はどうなってるのやら。怠けとるのと違う

か」と思われているかしらん。こっちは、すっかり恐縮

して、心底申し訳なく席に戻るが、これじゃ考課も悪く

なるよと、心に隙間風が吹く感じ。

　上役の言葉を、有難や恭けなやと真に受けて、身体本

位の勤めをしていると、とどのつまりは、「お勤め大変

でしょう。十分養生なさるがよろしかろう」と退職勧告

をうける破目になります。

　その上、長期欠勤のあと、勤めへの懐旧の情もだしが

たく、不安ながらも職場復帰すると、実に恐るべき言葉

が投げかけられます。

　「もう大丈夫ですか……？」

　「いェ、とても大丈夫とは申せません」と答えるわけ

にはゆかないから、しかたなく

　「頑張ります」

　さらに追い討ち――。

　「勤務に支障なしとの診断書をもらってくれませんか」

あおぞら第49号（昭和50年11月1日）より

喘息とサラリーマン
A . K

しそのうち、夜中に発作がおこるようになり、回数も多

く、近くの医者を起こして注射をしてもらうようになり

ました。

　このような症状をくり返し、6年前、友人のすすめで

同愛記念病院を紹介され、渡辺先生に初めてお目にかか

りました。年数回の定期検査を受け、薬を飲んでいたお

かげで発作も少なくなりました。子供達と一緒に旅行す

るチャンスも少なかったので、夏休みを利用して2泊3

日の家族旅行に出かけ、風邪をひいてしまったのです。

　それは忘れもしない、8月30日会社に出勤、仕事中大

発作で意識不明になり、社の上司、同僚、救急車の方々

のチームプレーにより、同愛記念病院の皆さまの努力の

甲斐あって、一命を取り止めることができました。幸い

に会社が病院から近いので、リハビリの一環として先生

の提案で「発作のないときは正常人と変わらないのだか

ら通勤してみたら」とのことで会社に行っています。

　不幸中の幸いというか、会社での大発作が上司同僚に

喘息の苦しさを見せつけてしまったので、皆よく理解し

てくれ、職務中咳込んで苦しそうになると、「早く病院

へ帰ったほうがいいよ」とタクシーを拾ったり、いろい

ろと気を使ってくれるようになりました。

　私も昇進の道は閉ざされても、働けるだけでもありが

たく、『あおぞら』の記事を参考に、完治しがたい難病

喘息とうまくつき合っていきたいと思います。

▼ぜんそく体験談
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患者・家族の体験談に見る50年Ⅰ 1969年2月〜 1979年1月

　5年間お医者さんにかかりながら喘息の末期症状にま

で追いやられ、施す法のないどん底の苦悶に喘いだ毎日。

死の淵に立たされておりました3年前、馬場先生に静岡

で拾っていただけましたのが今日このように元気で生き

ていられるきっかけとなったのです。

　同愛記念病院に迎え入れられました日、あの温かい雰

囲気にはびっくりいたしました。そして苦しさを一秒も

早く取り去るようにという方針にはさらにびっくりした

のです。呼吸停止になるまでも我慢を強いられ、重くな

ればなる程「発作は我慢だ、なぜ我慢できないのか」と

小さな子どもの身にとぶ叱責。夜となく昼となく死への

恐怖にさらされてきた私共には、まるで魔法で天国に飛

び込んだような錯覚さえ覚えたのです。

　そして半年目には「助かる」という見込みもつきまし

て、ようやく ｢生きる｣ という自信のもとに生活への考

え方を改めることができました。連日の5年間の苦悶か

らみますと、お世話になりました3 ヵ年はまことに短い

ものでした。

　娘は幼稚園年少組のとき喘息と麻疹にかかって以来、

義務教育も満足に受けられませんでしたが、同愛記念病

院へお世話になってからは外泊できるまでに回復しまし

た。3月に退院して4月に中学生になり、初めて満足な

点数のついた通信表を貰うことができました。そのうえ

体操部で逆立ちや回転など、夏休みもクラブ活動に張

切って登校し、今では運動会を前に喜々として生来の健

康体に戻ることができました。しかし退院した年でもあ

り、物心ついてから初めての家庭生活であり、学校生活

ですので活発さを喜びながらも不安でしたが、最近は自

信溢れる生活を本人まかせにさせております。

　しかし、今なお私共の5年間の苦渋と同じ思いに苦し

んでおられる母子の方々がたくさんいらっしゃることが

残念でなりません。専門の先生方が地方にもおいでいた

だけますよう待ち望むばかりでございます。

あおぞら第14号（昭和47年11月30日）より

母と子の感謝の日々

K . O

　僕は小児喘息から現在まで、約20年間この病気で苦

しんでいます。その間、小学校時代には授業中に発作が

起きて、家まで先生に連れてきていただいたり、中学で

は好きなクラブ活動もできず、さらに高校では、楽しい

はずの修学旅行の期間中夜といわず昼といわず発作が続

き、楽しい思い出として残るべき多くの出来事に、忌ま

わしいこの病気がついて回ったような気がします。苦し

い、いやな思い出はたくさんあっても、楽しい、子供ら

しい愉快な思い出はほとんど浮かんできません。夜も満

足に眠れず、15ミリのメジヘラーを1日足らずで使った

り、何度かの入院を繰り返し、悩んでいたときにふと目

にした新聞でリハビリを知り、現在ここでお世話になり

約1年9 ヵ月程になります。

　その明るさから、リハビリの人たちは本当に病気なの

あおぞら第52号（昭和51年3月1日）より

“同病相励ます”のリハビリ生活

N . H

とくる。

　こうなると絶体絶命です。再発しないと誰が保証し得

よう。再発したら大変だという重荷がついて廻り、なぜ

か再発。欠勤重なると、サラリーマンとしての健康管理

がダメということで、昇進の道は閉ざされてしまう。

　当然ながら挫折感に悩み、仕事にも影響する。結論と

して、勤め先にゼンソクを理解させねばならない。患者

個人の力は弱いのです。アレルギー友の会は、悩める勤

め人のために、勤め先への啓蒙にも力を入れていただき

たいのが、私の本音（ホンネ）です。

▼ぜんそく体験談

▼ぜんそく体験談
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　私が初めて同愛記念病院の渡辺先生の御診察を受けま

したのは、昭和44年11月のことでした。

　入院して先生のお話をうかがったとき、何か目から“ウ

ロコ”が落ちるような気がいたしました。と申しますの

は、貝原益軒の養生訓にも通じるような「あの日常の養

生訓」、のお話をうかがったからなのです。「身体に基礎

体力、抵抗力さえあれば、少しばかりの気候、天候の変

化で風邪をひいたり、そのために発作を起こしたりする

ことはないということ」。「また日常の養生を怠っている

のなら、薬や注射や、その他の近代療法も功を奏するこ

とができないということ」。

　こういう栄養、睡眠、摂生等ということは学校の保健

の教科書には必ず登場しましたし、また病気になってか

らは、必ずお医者様に聞かされてきました。しかし私の

心が本当に聞いたのは、このときが初めてでした。

　「家系に“ぜんそく”の人はいないのか」、「アレルギー

反応が出ているのだから脱感作療法をやりなさい」、「こ

の体質改善の注射は、80% 以上の人が何らかの形で効

果があったのだから」、とか、思いつめたような顔をし

て相談する私に、返ってくる返事とはいつもこんな調子

の紋切り形の答えでした。その度に今度こそはという希

望と、やっぱり駄目だったのか、という落胆の繰返しで

した。医師と話をすることには、もううんざりしていま

した。どうせ同じことだ。この同愛記念病院を最後で、

もう病院巡りはやめよう、という気でいました。そして、

お会いした渡辺先生の健康訓は、こんな私の胸をも強く

打つ新鮮な響きがあったのです。

　それは、１日に100人もの“ぜんそく”患者を何年に

も亘って診てこられたという、この長い臨床経験に裏付

けられていた話だったからなのでしょう。発作を消し止

めるということにやっきとなっている、現代の患者も医

師が見落としている盲点の一つだと思います。

　そして先生の健康訓も、世に言い古された感がありま

すが、それが、いかに実行され難いことなのかは、私自

身の闘病生活が実証するところです。T 大の物療内科で

も、Q 大の心療内科でも、また、日本で屈指の鍼灸の先

生の治療も、病状を軽くするどころか焼石に水のごとく

かえって悪くしていました。それも、渡辺先生のお話を

うかがえば、なるほどと思えるのです。発作があっても、

治療を受けているのだから当然治るはずだと安易に構え

て、勝手気ままな生活をしていたのです。

　退院後は、乾布まさつ、玄米自然食、ボディビルを“ぜ

んそく”予防法として習慣化してきました。いまだどれ

一つとして満足に実行はできないでおります。のど元過

ぎれば熱さ忘れる、というのです。それでも昨年5月の

大発作以来は注射や吸入器のお世話にはなりませんでし

た。油断のないよう、これからも養生に努めたいと思っ

ております。

あおぞら第10号（昭和47年1月1日）より

養生訓

Y . U

か、僕はうまくやっていけ

るのかな、そしてどうにで

もなれといった種々の気持

ちが入り混じっての不安な

入院でした。が、効果はす

ぐに現れました。10年間片

時も手離せなかったメジヘ

ラーを手離し、次第に縄跳

びやランニング等できるようになったことです。それに

つれ、明るくなり“笑”ということに縁がなかったのが

大声で笑えるようになったのです。

　リハビリの大きな長所、それは同病相哀れむではなく、

“同病相励ます”ということではないでしょうか。健康

な人にとっては喘息という病気、実に勝手でわがままな

病気に映るらしいのですが……。その点、他の人のいう

苦しみや悩みがよくわかり、また、自分のこともよくわ

かって貰える、ただそれだけでもここを利用した大きな

意味があると思います。何の病気でもとかく心が閉鎖的

になり、どうして私だけがなんて視野が狭くなりがちで

すが、話をしているうちにそんな気持ちも徐々に取り除

かれていきます。思い悩んでいる方、とにかく一度リハ

ビリを訪問なさってください。

▼ぜんそく体験談

センター玄関口
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　私が初めて苦しみを経験したのは5年生のときだっ

た。当時はエフェドリンとかレスタミンぐらいしかお薬

もなく、注射も効かず背中をさすってもらい朝になるの

を待ったものだ。しかし、秋以外は元気で、特に夏は近

くの多摩川や父の郷里の淡路島で毎日泳いだ。

　「小児喘息は治る」と父母も私も信じていたが中学入

学頃より発作が頻発し、運動会や遠足に参加できないこ

とが多くなった。アストレメジンやノイロトロビンも効

果なく、内服も効かず、アストセダンやアストモリジン

の注射だけが辛うじて少し効いた。

　高校時代（27 ～ 30年）は学校へ行けない日が多く進

級ぎりぎりの出席日数となり、勉強と喘息の板挟みで精

神的肉体的に一番悩み多い時期だったが、今思えばステ

ロイドが無かったのが私には幸いだったと思う。

　ネオフィリン錠（30年）とメジヘラー（30年代初め）

の登場は私の人生を大きく変えた。就寝前１錠の内服で

発作が起らなくなり、体力もつき、欠席は秋の2、3週

間のみとなった。東大物療での試薬段階のハウス・ダス

トとゾルガナール28本が効き、内服も不用となり、水

泳にスキーに喘息を忘れた青春時代が訪れたのである。

　しかし、結婚して川崎に移り、38年妊娠中に再び発

作が起り、初めてステロイド剤を1 ヵ月間使用した。妊

娠3 ヵ月のときだったが、長女を無事出産することがで

き、横浜磯子区の団地へ移った。

　育児に追われ、40年秋、2 ヵ月程プレドニンをのんだ

ところ離脱がうまくいかず、ステロイドを抜くために入

院したが、退院すると前にも増して強発作に見舞われ、

再びステロイドの使用を余儀なくされた。苦しい半年で

あったが、再度のゾルガナール28本が効き、3年余り1

日1錠の内服で治まり、その間長男を出産し、あり余る

程の母乳で育てた。

　この頃より子供達と一緒に入浴後、冷水を肩から3回

かけて上がることを実行した。厳冬でも中止することな

く長女と私は今なお続けている。以後2人はほとんど風

邪をひかない。

　40年代に入ると新しい喘息薬が次々と開発され、私

もその恩恵にあずかり、平素は全く支障なく充実した毎

日であったが、夏の甲子園大会が終わると喘息が頭をも

▼ぜんそく体験談

あおぞら第101号（昭和55年4月25日）より

小児喘息から大人の喘息に

N . M

患者・家族の体験談に見る50年

Ⅱ
1979年2月～1989年1月

この10年の主な動き

◦喘息発作の予防、処置共に気管支拡張薬、ステ
ロイド薬が中心であった。

◦体験談上で当時使用されていた気管支拡張剤・
ステロイド薬（内服薬・注射薬）：イノリン、ブリ
カニール、メプチン、ホクナリン、テオドール、
ネオフィリン、プレドニン、ソル・コーテフ、ケナ
コルト等

◦体験談上で当時使用されていた吸入薬：ベネトリン、
メプチン、ホクナリン、サルタノール、メジヘラー等

◦あおぞら紙上で喘息発作の予防方法として、吸
入ステロイド薬やβ2刺激薬のレギュラーユース
が紹介される。

◦喘息死亡者数年間約6,000人（1979年現在　
厚生労働省統計）。

（昭和54年） （平成元年）
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たげ、内服が増え、吸入が必要と

なり、静注に通いはじめ、遂にス

テロイドが必要になる年もあっ

た。そのようなときは歩行も不可

能で酸素も必要なため20日余り

入院したが、小春日和には治った。

根本治療を真面目にした年は、そ

の治療が何であっても、秋を軽く乗り切れた。

　52年夏、旅先で発作を起し1 ヵ月余り入院し、退院後

また悪化。10月私の喘息治療のすべてをかけて相模原

病院へ行ったときはすっかりこじれていた。運よくすぐ

入院させていただけたが翌年6月まで入院（含2週間の

退院）。そして昨年は4月から今年の2月まで。

　今回は、突然ほとんど前ぶれもなく、急に極度の疲労

感と共に、ぜん鳴のない歩行不能になる激しい呼吸困難

に襲われるという以前と違ったタイプの発作が頻発し、

点滴から離れられず、10 ヵ月も入院せざるを得なかっ

た。1度悪化させると、ちょっとした刺激ですぐまた発

作が誘発されるという悪循環でなかなか治らず、喘息の

怖さをいやという程知らされた。今後は日常生活に細心

の注意を払い、皆に迷惑のかからぬよう喘息と平和共存

したいと切に願っている。

高校の入学式にも母が注射器を持って

　何しろ45歳の今日まで生きているのが不思議なくら

い私のゼンソクはひどいものでした。

　5歳頃よりゼンソクは年々悪化し、小学校は6年間の

うち半分も行かれず、中学校時代も1 ヵ月のうちに5日

も通学できればよい方でした。その頃は重発作を起こし

ますとモルヒネを打って、3時間おきにエビレナミンを

使用し、高校の入学式には母が注射器を持って、私につ

き添ってくれるという状態で、母も本当に大変だったと

思います。ですから私には楽しいはずの子供時代もなく、

高校もお情けで卒業できたような気がします。

　またこの頃は、人が良いということは何でもやってみ

ました。オキュウに始まり、神だのみ、血液交換、おま

じないなど数え切れない程です。10代は同愛記念病院

に日参でした。

　何がよかったのか、21歳頃から発作が次第に遠のき、

人並みに22歳で会社づとめ、25歳頃は大学をのぞくこ

ともできて、29歳で東南アジアへ一人で仕事に行くこ

ともできました。けれども、朝のネオフィリンの服用、

明け方のメヂヘラー使用は欠かすことはできませんでし

た。ただ寝込むことがなく、やっと昼間だけでも常人だっ

たことをありがたく思ったものでした。

　年頃になっても結婚は一生できないものと、私はあき

らめ、家族もそう思っていました。私は、ゼンソクさえ

起きなければ貧乏でも、子供がなくても、独身でもいい

と思っていました。そんな私に今主人や子供がいると思

うと…。神様は私にも人並みの幸せを下さったのです。

　結婚すると決まったとき、相手であった主人に向って、

私のゼンソクのことを打ち明けたのですが、主人は、そ

れは話をこわすためにうそをついていると思ったようで

した。当時はそのくらい元気に見えたのです。

　33歳で出産、そのときも医師からは出産は無理だと

いわれたのです。でも今、その子も元気に育っています。

結婚して 2 年目、育児の疲労から

　結婚して2年目、かぜがもとでひどい発作を起こし入

院しました。育児の疲れだったようです。幸いそのとき

は1週間で退院することができましたが、主人はそのと

き初めて私の発作を見て驚き、もう死んでしまうのかと

思ったようでした。

　その後しばらくは疲れないように心がけ、うす氷の上

を歩くような思いで過ごしましたが、ちょうど子供が幼

稚園に入ったとき、以前より、さらにひどい発作を起こ

し、私自身ももうだめだと思いました。それは体の弱い

私が、果たして幼稚園へ行く子供の送り迎えができるの

かという心配の余り発作を起こしたようです。

　子供も学校に通うようになって楽になりましたが、毎

あおぞら第103号（昭和55年6月25日）より

今は自分を大切に生きています

S . O

▼ぜんそく体験談
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朝メヂヘラーを使いネオフィリンやビタミン剤を服み、

子供は昼寝をしないのに私が昼寝をするという、そんな

日を過ごす中で、明日は遠足とか学芸会という前日は決

まって、私が熱を出し、発作を起こすということで本当

に困ったものでした。

マイペースで自分を大切に

　結婚生活13年間に8回も入院さわぎをしているので、

主人は「おれが子供を育てたようなものだ」といい、入

院の繰り返しで生活も苦しく、一時はノイローゼにもな

りそうでした。でも今はマイペースで生きるということ

を第一に考え、自分を大切にしており、この6年間は発

作も起こさず、2年くらい前からは冬以外は朝もゼー

ゼーをせず、毎朝使っていたメヂヘラーも昨年頃から使

用しなくなりました。しかし、常にメヂヘラー、ネオフィ

リン錠、プレドニンの3つは、忘れずに私の買物袋に入っ

ています。

　今のところは、部屋の掃除は2日に1回、洗濯も週に

2回です。どこかへ出かけたその日は台所に立つことを

避けて出前をたのみ、朝食も、朝はゆっくり起きるよう

に前日の夕方用意しておきます。こんな私を、近所の方

はなまけ者といいますが、何といわれても自分を大切に

して、神経を使わないようにしています。それに昔の寝

たきりの頃を思いますと、今は感謝をして暮さなければ

と思っています。

　振りかえってみると早いもので、ぜんそく歴もいつの

間にか18年、入院歴2回という長い道のりを過してきた。

これからも終生大事につきあっていきたいと思っている。

　私の病状は、通年性、難治性の部類で、ステロイド剤

の離脱ができず、3週間に１度の割合でケナコルト筋注

30単位を射ち、それが毎度効くとは限らず、効かない

場合はみじめ人間になるわけである。自宅療養にでも切

換えれば状態が変るかもしれないが、職を失うことにつ

ながり、現状ではそれも許されぬこと。

　発作は、夜明前と真夜中、夜明前と就床後30分以内、

真夜中と夜明前、さらに昼間にとエスカレートして4段

階同一パターンを繰り返し、かぜでもひこうものなら夜

通し眠れず救急治療を受け、点滴のご厄介になる。また

昼間の発作、車を運転中の発作には全く閉口する。

　産業界の底辺に勤める身で、経営不振の折柄、定時退

社もままならず、毎月50 ～ 60時間の残業をし、ときに

は発作に怯えつつ9時、10時まで仕事をせざるを得ない。

休日は完全休養日となる。昨年末より今春にかけて悪化

し、月に2、3日休まざるを得ない。身体のバランスを

崩していると、身体にロードがかかり過ぎているのは否

めないし、抵抗力が低下しているのですぐかぜをひき、

症状を悪化させ、悪循環を招くことになる。

　転職したくても、健康な人々でも

ままならない世の中で、中高年とも

なればなお限定され、コネに頼らざ

るを得ない。無理をしなければ昼間

の発作は起こさずにすむかもしれな

い。発作さえ起きなければまだまだ

働けるし、働かなければならない。一家の柱ともなれば

気力を充実して健康人に負けじと鞭打たなければ…。

仲間と理解ある職場で…

　夢の願いごとかも知れぬが、理解ある環境のもとで働

ける職場が与えられぬものかと思う。私企業であれば利

益を追求するのは当然であり、甘えは許されないであろ

うが、同病者の中にはそれぞれの職務についてのエキス

パートの人も多くおられるはず。病状などを加味して分

担を決め、ベストを尽せば十分成果も期待できると思う。

全員がぜんそく体験者であるから仕事に没頭中でも予感

があればすぐ吸入や内服をし、発作につながれは早朝治

療、一時休養と気兼ねなく行動がとれ、発作が治まれば

尚一層仕事に励む。通院しても治療が終れば何時間でも

働く…。しかし、現実ともなれば給与体系を作るにして

も容易ではないと思うが。

あおぞら第127号（昭和57年6月25日）より

難治性で働く者の夢

A . K

▼ぜんそく体験談
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　私がぜんそくになったのは約25年前。

　4、5年前まで私は、年をとるごとに体力は低下する

一方なので、それにつれてぜんそくも、感染などをきっ

かけに段階をへて悪化していくのではないかと半ば諦め

ていた。しかし、そうではなかった。今は、私が発病し

た当時と比べものにならないぐらい、抗アレルギー剤を

はじめ拡張剤なども次々と良い薬が登場し、ベクロメタ

ゾンなどの開発もあって、私のぜんそくもこれらの薬を

使うことによって、快方に向かっているという気がして

きた。

　4、5年前頃の私のぜんそくは気道の奥のほうに閉塞

症状があって、ステロイド剤の内服以外は何を使っても、

それがとれないような気がしていた。インタールやベコ

タイドも使いはじめは効果があったのに、それも効かな

くなって、拡張剤などもいろいろ使ってみた。テオドー

ルは効果があったが、胃弱な私には朝夕2回飲むだけで

も食欲がなくなってきた。

　したがって、ステロイド剤を3、4日飲んでは2、3日切っ

てみるという状態が続いた。サルタノールの吸入薬も、

1度に4回も5回も使うことが多くなって、大変悲観し

ていた。

　余談になるが、そのころ主治医から、拡張剤でもβ刺

激剤（ホクナリン、メプチン、エキシレール、アトック、

プロンコリン、吸入薬のサルタノールやペロテックなど）

は、一つの薬を使うと、その最初の薬が受容体を占領し

ているので、効果がないからといって、同時に同系統の

薬を2錠も3錠も使っても効果がなく、それを解くのは

ステロイド剤だと伺う機会があった。

　つまり私が、ホクナリンを飲んでいて、サルタノール

を一度に4回も5回も吸入しても効果がないのは、症状

が悪化したからではなく、そういうことだったのかと、

うなずきホッとした。

　当時のことを考えてみると、ステロイド剤を飲んだり

切ったりする中で、ベタコイド、サルタノール、インター

ルなどのうち、何かが効くのではないかと、ルールを守

らずやたらと吸入をし過ぎ、それが逆に症状を悪化させ

ていたのではないかと思っ

た。

　サルタノールに代ってベロ

テックを使うようになり、主

治医がいつか、ベコタイドが

効かない場合に、それを使う

手前でサルタノールを使うと

効果が出るときもあるといわ

れていたのを思い出し、それ

ほど期待もせずに、ベコタイドを使う直前にベロテック

を使ってみた。ところが、それが次第に効果が出てきて、

ステロイド剤の内服も少なくなり、うれしくて心がはず

んだ。

　ところが、約2年前にこんなことがあった。起床時に、

この2つの吸入薬を使い、朝食後に拡張剤を飲み、引っ

越しの手伝いがあったので出かけた。午前10時ころ、

健康な人達と荷物をもって階段を3階まで上ったら、次

第に呼吸が詰って、人に話しかけられても困るほど苦し

くなってきた。

　このような過激な動きをする場合には、家を出る前に

もう一度吸入薬を使えば良かったのだ。吸入薬はポケッ

トにも入っていない。「しまった」と思った。周囲の人

がぜんそくの薬をもっているはずがないし、あわてて薬

のある場所まで車でもどり吸入薬を使ったが、すぐには

楽にならず、これでは手伝いもできぬと思い、拡張剤と

ステロイドをさらに飲む結果となった。

　最近までは、抗アレルギー剤も睡眠薬代りにと適当に

使っていたが、今はアゼブチンをきちんと服用するよう

になったら、拡張剤の使用も次第に減ってきている。吸

入薬はベロテックとベタコイドを1回1吸入ずつ1日3回

定期的に使用し、ベロテックは外出の際など1回多めに

使うこともある。

　このように薬に終始してきたことは事実だ。しかし、

病を治すのは薬がすべてではないと思う。私の家には寝

たきりの病人もいるので、私が寝込んではならないと、

自分なりに休養をとり、家事に努め、余暇はアレルギー

あおぞら第200号（昭和63年7月1日）より

今の医療を見つめ、信じて

M . U

▼ぜんそく体験談
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　次男が初めて発作を起こしたのは、1歳8 ヵ月頃でし

た。呼吸時にほんの少しヒューヒューという程度で、1

日で治まったのでまさかぜんそくとは思わず病院にも行

かずにいました。それから4ヵ月後、前よりひどくゼェー

ゼェーと体を大きくさせて呼吸するので、すぐ近くの小

児科へ連れて行きましたら、ぜんそく性気管支炎といわ

れ、びっくりしました。そこでは発作が起きると薬をだ

していただきましたが、本人もまだ小さかったのでよく

飲むことができず、症状は2 ～ 3日続きました。その間、

食事も水分もとれず、全身汗でびっしょりになり、ぐっ

たりしていました。夜中は特に不安で救急車を呼ぼうか

どうしようかと思いながら朝までがまんさせてしまいま

した。今思えば早く病院に連れて行って楽にしてあげれ

ばよかったと反省しています。

　発作もだんだん回数がふえ、ひどくなり、同時にアト

ピー性皮膚炎の方も出て、どうしていいかわからず悩ん

でいたところ、主人の友達から、今診ていただいていま

す高嶋先生を紹介され、すぐ新橋へうかがいました。ア

レルギーテストをしていただき、週1回のハウスダスト

の減感作療法がはじまりました。また、朝晩2回のイン

タールの吸入もするようになりましたが、幼稚園時代は、

発作は変わらず、アトピーもひどく、おぶって通園する

こともありました。でも新橋の病院では、発作止めや吸

入でも治らない場合、点滴をしていただけるので、何日

も苦しむことがなくなりました。本人も楽になるので、

小さいながら泣きながらでも点滴をさせるようになりま

した。

　学校へ入ると同時に、青山の子どもの城のぜんそく教

室に先生からすすめられ参加しました。このときに、入

退院をくり返していたり、病院から学校へ通うお子さん

もいることを知り、うちの子は、まだまだ軽症の方だと

感じました。同じ悩みを持つお母様方からいろいろな体

験をうかがい、今までの不安も少なくなりました。子供

もぜんそくで苦しんでいる子がたくさんいることがわか

り、発作が出ても学校を休むとはいわず頑張っています。

　親の不安は子供にも敏感に通じますので、こちらもの

んびりかまえ、ビクビクするのはやめ、体力を鍛えるこ

とに力を入れました。

　水泳は良いというので、3歳のときから通わせていま

したので、1年生からはサッカースクールにも入れまし

た。サッカーも入部したての頃は呼吸が乱れ、30分も

ボールを追えませんでしたが、今では1時間のスクール

にも一人で通えるようになりました。そこで催すスキー

スクール、日帰り遠足にも出来るかぎり参加させ、今ま

で、ぜんそくだからと少し過保護になっていましたので、

そういう環境の中で、精神面でも強くなってほしいと

願っています。でも、まだ親もとから離れると発作を起

こし、スクールの先生にもご迷惑をかけていますが、多

くの経験をさせたいと思っています。しかし、インター

ルは放せず、旅行のときは、必ず持っていきます。

　お蔭様で学校も今年度は1日も休まず、体育も他の子

供達と一緒にできるようになりました。発作がでても本

人もさほど気にせずに、吸入するのも忘れるくらい元気

になりました。高嶋先生に診ていただいてから、この6

月で、まる5年になります。いいつけもあまり守らず、

いい患者ではありませんが、これからもたくましい子供

になれるよう子ともども努力していきたいと思います。

あおぞら第200号（昭和63年7月1日）より

子供と二人三脚で

Y . E

友の会の仕事に携わり、それが生きる張りとなっている。

人間生身であれば、決して「思い上って」はならないが、

このような状態の中で、主治医の指導や会の活動を通じ、

今のぜんそくに対する医療というものを見つめ信じてき

たから、ここまで到達できたと思っている。

▼ぜんそく体験談
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　私のぜんそくが発病したのは18歳のときです。高校3

年生の秋にひどい風邪をひき、呼吸困難を起こしました。

19歳の秋、ひどいぜんそく発作を起こして初めて入院

しました。点滴や酸素吸入のおかげで3週間ほどで退院

できましたが、再び強い発作を起こして1 ヵ月以上の入

院を余儀なくされました。他の薬ではなかなかコント

ロールできないので、ステロイドを3年間服用しました。

副作用で、顔が丸くなり体重が10キロも増えましたが、

点滴に通っても入院することはなくなりました。

　大学病院から新しい先生が来てくださるようになり、

ステロイドの服用は中止になりました。中止して間もな

く重積状態となり入院してしまいました。血圧が60の

30にまで下がり、意識不明になりました。秋になると

決まってぜんそくは悪化するので、1 ヵ月入院し、朝晩

点満をやりながらに仕事に通ったこともありました。

結婚と出産

　24歳のときに緑あって今の主人と結婚しました。

　妊娠8 ヵ月、風邪をひいて重積発作になり、緊急入院

をしました。1 ヵ月間の入院後、無事、男の子を出産す

ることができました。その後も入退院の繰り返しでした

が、63年夏、双子を妊娠し半年間の入院生活に入りま

した。ひどいつわりで体重が10キロも減り点満だけの

栄養が続きました。

　妊娠6 ヵ月のときに子宮が開きかけて、救急車で2時

間かかる総合病院に転院しました。1日でも長くお腹の

中に入れておくようにと、寝たきりの状態が2 ヵ月間続

きました。大量の子宮収縮抑制剤の持続点滴のおかげで

ぜんそくの発作も抑えることができました。しかし、導

尿バルーンを使用していたため腎
じんうじんえん

孟腎炎になり、高熱が

出て大変苦しい思いをしました。

　妊娠8 ヵ月に赤ちゃんの心拍数が下がり、緊急に帝王

切開が行われました。手術は半身麻酔のため、逆流した

胃液が気管の中に入り発作を誘発してしまいました。ス

テロイドの大量投与と素早い処置でどうにか助けていた

だきました。男と女の双子の赤ちゃんが生まれましたが、

1800グラムと小さく仮死状態でしたので、未熟児セン

ターで管理してもらいました。

あおぞら第299号（平成8年10月1日）より

波乱万丈の日々に一筋の光

C . S

患者・家族の体験談に見る50年

Ⅲ
1989年2月～1999年1月

この10年の主な動き

◦1992年喘息は気道の狭窄、気管支過敏性、気
道の慢性炎症性疾患という国際的見解が発表さ
れる。同時にピークフローメーターを用いた客観
的な自己管理が提唱されるようになる。

◦1992年ニュースステーションの久米宏キャス
ターの言葉よりアトピー性皮膚炎のステロイド
バッシングや脱ステロイド療法が始まった。

◦アトピービジネスの台頭による医療不信が深まる。

◦1993年日本の喘息治療・管理ガイドライン初
版発行。

◦吸入ステロイド薬が長期管理薬の第一選択となる。

◦喘息死亡者数年間約5,800人（1997年現在　
厚生労働省統計）。

▼ぜんそく体験談

（平成元年） （平成11年）
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長期入院、そして意識不明に

　その後、時々ぜんそくで入院はしていましたが、男の

子2人もぜんそくのため育児に追われる毎日が続いてい

ました。子供が少し大きくなって再び仕事を始めた平成

5年頃から体調が悪くなり、1年に2、3回の割合で入院

するようになりました。ベコタイド吸入はボルマチック

の補助器を使用して吸入していましたが、風邪をひいて

しまうと効果がありませんでした。夜中に呼吸困難のた

めチアノーゼとなり急患でいくと、先生が「何でこんな

になるまで置いたんですか。こんなことしていると死に

ますよ」といわれたことが何度もありました。

　平成7年10月23日、ぜんそくが重積状態に悪化し、

19回目の入院をしてしまいました。ステロイドの大量

投与・ネオフィリンの持続点滴・ボスミンの注射・酸素

吸入などいろいろな処置がなされましたが、少し動いて

もすぐ発作が起こるので歩行禁止の状態が続きました。

　入院して1 ヵ月後、点滴から飲み薬に切り替えました。

薬は、テオドール・メプチン・ステロイド剤のメドロー

ル（8錠からスタート）・オノンカプセル・ビソルボン・

ベコタイド（1日2000μg）・ベロテック・テルシガン・

ベネトリンのネブライザー吸入（1日4回）でした。

　しかし12月初めから、再び発作を頻繁に起こすよう

になったある夕方、強い発作が私を襲いました。私の意

識がなくならないように、先生は何時間も付きっきりで

名前を呼んでくださいました。酸素量を5リットルに上

げステロイドの注射、ネオフィリンの点滴、ボスミンの

注射など大量投与してもなかなか改善せず、心配をかけ

ましたが、長時間におよぶ先生の手厚い処置のおかげで

どうにか持ち直すことができました。

　新しい年を病院で迎えて間もない平成8年1月19日朝

から動悸・息切れが激しかったため、トイレに歩くのも

大変でした。11時頃、呼吸が苦しくなり、看綾婦さん

からベネトリンの吸入液を貰いました。強烈な呼吸困難

に陥り、看護婦さんがすぐにボスミンの注射を打ってく

れましたが、吸入器を口にくわえたまま意識不明、呼吸

停止の状態になってしまいました。すぐに個室に移され、

主治医の先生の緊急処置がなされました。

　病院からの電話で主人もびっくりして駆けつけました

が、先生から「自発呼吸が著しく悪く、吸引によって痰

をかなり出しましたが、ステロイドの大量投与に体が反

応してくれれば良いのですが…」といわれたそうです。

気管内挿管、呼吸管理モニター、吸引、心電図モニター、

膀胱内留置カテーテル、ステロイドの大量投与、持続点

滴、動脈血採血などたくさんの管につながれ、名前を呼

んでも手を握ってもまったく反応しない私を見て、もう

だめだと思ったそうです。1日4回ベネトリンの定時ネ

ブライザーとベロテック吸入1週間で150回以上使用し

ていましたから、起こるべくして起きた重篤発作だった

かもしれません。

　その後の2 ヵ月で順調に回復し、主治医の先生から「メ

ドロール3錠になったら卒業（退院）だね」といわれて

いたので、自分でもピークフローやぜんそく日誌とにら

めっこしながら頑張りました。入院してから4 ヵ月半

ずっと酸素吸入3リットルでやっていたので、はずした

ら少し怖いなという気持ちはありましたが、大きな発作

を起こさずどうにか過ごすことができました。先生から

「秋から冬の間、まるっきり冬眠していたのと同じだね」

といわれてしまいました。そんな冗談を交えながらとう

とう私は5 ヵ月の長い入院生活にピリオドを打ち、晴れ

て3月24日に退院することができました。

そして今一筋の明るい光が

　入院中、先生から「ぜんそくは病気ではないんだよ。

ひとつの症状なんだよ」といわれたことがあります。そ

れ以来、少し考えが変わりました。ぜんそくは一生治ら

ない病気なんだと思い込んでいた私は「そうか症状を出

さないように自分でうまくコントロールすればいいん

だ。そのためには、先生にばかり任せっきりではいけな

いんだ」と思えるようになりました。

　退院後、まだ発作はありますが、とてもうまくコント

ロールできていると思います。私にとって今の主治医は、

若いけれども患者さんの話を親身になって聞いてくれ

て、とても優しくアドバイスをしてくれるので大変信頼

しております。私には今、一筋の明るい光が見えてきた

ような気がします。

3 人のお子さんと
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心停止から息を吹き返して

　あれほど重症のぜんそくで苦しんだ息子は、成長して

はや大学4年生。来春からは社会人です。

　思い返せば、3歳のとき患った百日咳をきっかけに昼

夜をかまわず出るひどい咳で、夜も横になって寝られな

い日々が続きました。ある夜小鼻がピクピク動き顔面蒼

白になり、何かおかしいと感じ、大あわてで急患にかけ

込みました。ボスミンの注射、吸入、ネオフィリンの点

滴2 ～ 3本で何とか治まって、翌日には家に帰ることが

できました。その後薬を飲んで調子良い日もありました

が、昼間元気で夜になると発作が出て病院に行くという

日々が3年ほど続きました。

　こんな状態をくり返しているうち、ある日、吸入のさ

なか目を半分開いたまま倒れ、心停止。幸い病院の中で

したので何人かの医師に心臓マッサージをしてもらい、

しばらくして息を吹き返しました。それから1週間の

ICU 生活、意識のないまま何日か経ち、医師からまさ

かの場合（植物人間）の覚悟をしておいてほしいといわ

れたときは、心が凍る思いでした。幸いに意識が回復し

元気な顔を見たときは涙がこぼれました。

つらいみじめな毎日

　それから8 ヵ月の入院生活となりました。途中から調

子良いときだけ学校に通うことになりましたが、面会に

行くとたいてい点滴が入っていて学校に行ける状態では

ありませんでした。それでも何とか良くなり退院し、私

の送迎で通学できるようになり、ホッとしました。

　しかし2 ヵ月後、再び大発作で入院。それからの

10 ヵ月間は本当にひどい状態での病院生活でした。点

滴が抜けても翌日には入るといった具合。横になって寝

ることも、ほとんど食事をとることもできず、体も小さ

く小さくなっていきました。長いときは3週間も点滴が

入ったまま、ネオフィリンの副作用で毎回毎回もどし、

チアノーゼは日常茶飯事、ソルコーテフを使っても使っ

ても良くならず、先生も首をかしげるばかり。酸素テン

トも役に立ちませんでした。治療に対するいら立ちから

ぐちも多くなり、つらいみじめな毎日でした。

　しかし、つきっきりで看病していると病気のことも良

く解るもので、発作時の対処の仕方をこちらからお願い

することもしばしばでした。この頃アレルギー友の会会

報が専門書以上に大きな支えとなりました。病院は治療

を任せるところではなく手助けをしてくれるところ、そ

れならしっかり利用して1日も早く退院しようと考えら

れるようになり、気分的にずいぶん楽になりました。

　10 ヵ月後ついに退院。当時使用していた薬は、吸入

にアロテック、イノリン、ビソルボン、ベネトリン、飲

み薬はムコダイン、ビソルボン、テオドール、注射はボ

スミン、点滴はネオフィリン、ソルコーテフ、抗生物質

はエリスロシンだったと思います。

のびのび生き生きしている我が子

　退院の1 ヵ月後には再び入院。3 ヵ月後、今回は附属

の小学校のある病院に移ることに決めました。勉強がで

きず悩んでいたので、以前から勧められていた病院です。

治療に薬を使用しないで鍛錬のみと聞いていたので、こ

れだけ薬を使用しても良くならないのに移っても良くな

るはずがないと思っていました。また、年中半袖、冷暖

房ナシ、最低1年間は入院と厳しい条件がいっぱいでし

た。何度も下見をし、先生とお話ししてやっと決心がつ

いたのが昭和59年6月だったと思います。

　入所してしばらくは移る前に使用していた多量のプレ

ドニンの離脱に相当苦しんだようです。子供から届く手

紙には、家に帰りたいという泣き言がミミズのはったよ

うな字で書かれており、涙のにじんだ跡に毎日心が痛み

ました。が、半年もすると月1回の外泊も少し日焼けし

た元気そうな顔で帰ってくるようになり、ぜんそくもう

そのように軽くなりました。参観日に行くと少人数でき

め細かい楽しい授業で、のびのび生き生きしている我が

子にただ驚きの一言でした。

　1年後、元気になって退院。その後、半年間は発作も

起きず、元の小学校を無事卒業できました。

あおぞら第288号（平成7年11月1日）より

母が語る体験談ーぜんそくを克服して

Y . K

▼ぜんそく体験談
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患者・家族の体験談に見る50年Ⅲ 1989年2月〜 1999年1月

　中学では長い入院生活で培った友人関係のノウハウの

おかげて友達が多勢できました。発作に苦しむことも

度々でしたが、腹筋、エキスパンダー、腕立伏、鉄アレ

イなど体を鍛えることには人一倍の努力を惜しみません

でした。ちょうど成長期と重なり、きゃしゃだった体に

みるみる筋肉がつき、背も伸びてたくましくなりました。

　小学校に行けなくて進級で悩んだこと、学校からいつ

呼び出しがあるかわからず毎日びくびくしながら暗い気

持ちで過ごしたこと等々、つらい思い出のほうが多いけ

れど、今となっては良い思い出です。

　娘が初めて発作を起こしたのは、忘れもしない8年前

の夏、台風の晩でした。その半年ほど前から、夜床に就

くと咳込み、起きてきては2時間ほどゼイゼイしてまた

眠りに就くことをくり返してはいたのですが、下の子（当

時6 ヵ月）が化膿性髄膜炎で入院したりしていたので、

上の娘のほうはつい後回しになっていました。

　昼頃から続いていた咳が夕方になってますますひどく

なり、大雨の中を薬を取りに医者に行ったのを覚えてい

ます。薬は一向に効かず、眠れないほどの激しい咳が一

晩中続き、不安の中で朝を迎えました。

　ウトウトと眠り出した（と、そのときは思っていたの

ですが）娘を見てホッと一安心して、さてお茶でもいれ

ようかと、主人と話していると、突然娘がゲェッと黄色

い水を吐きました。今度は吐き気かしらと思い顔を見る

と、うっすらと目が開いています。「気持ち悪いの ?」

と呼びかけると、うつろな目でこっちを見てまたゲッと

吐きました。顔は土気色で唇は青く、ただ事ではないと

判断した主人と私は、大急ぎで救急病院に向かいました。

　点滴3本目あたりから、ようやく安らかな寝息を立て

はじめた娘の側で、お医者様の話を聞きました。これは

ぜんそくの大発作であること、これからもおそらく何度

もくり返すであろうこと、長い治療が必要であること。

　下の子の入院生活で、まだ2歳の娘がどれほど心を痛

め私の愛情に飢えていたのか、精神的ストレスもこの病

に無関係ではないと知り、自責の念でいっぱいになりま

した。その日から娘との二人三脚の日々が始まりました。

　髮を洗うと発作を起こす。少し夜更しをしても発作を

起こす。スーパーのクーラーに当たると発作を起こす…

等々。数え上げたらきりがありません。平気で公園を走

り回るよその子を見て、「なぜうちの子だけが…」と涙

が流れそうになったこともありま

した。ザジテンを朝晩服用しなが

ら、水泳にも通わせましたが、3

日目に発作を起こし断念。3歳の

頃よりテオドールも朝晩服用し始

めましたが、相変わらず1週間お

きに夜間救急にかけ込む日が続き

ました。あまりに頻繁なので、病

院で使用するネブライザーとベネ

トリンを自宅に備え、それを機に

インタールの吸入を3回始め、ザジテンはやめました。

　薬を使い続ける不安で勝手に飲ませないでいると、や

はり点滴のお世話になりました。決められた量を飲まな

いと医者のほうで状態の把握ができないし、副作用は非

常に少ないので安心してよいことなどを伺い、きちんと

治るまで薬を続けさせようと決心しました。

　その後、風邪をひいたときなどに、ベネトリンのレギュ

ラーユースをして大事には至らず過ごしていましたが、

おととしの夏、気温の低い日に1日中プールで遊ばせた

ところ、またひどい発作を起こしてしまいました。その

ときはベネトリンでも治まらず、先生の勧めでベコタイ

ドを使い始めました。最初朝昼晩2吸入と、ベネトリン

のレギュラーユースを行っていたところ3日目頃に、

ヒューヒューが消えました。

　その後は、トントン拍子に良くなり、今では、朝晩ベ

コタイドとインタールを1吸入ずつだけになりました。

テオドールも去年の夏やめました。

　ぜんそくの子供を持つと本当に毎日が闘いだと思いま

す。でもこわがらずに薬をきちんと用い、少しずつ体力

をつけていけば必ず快方に向かっていくと思います。

あおぞら第268号（平成6年3月1日）より

ぜんそくの子供をもって

K . A

▼ぜんそく体験談

２年前からはじめた
バレエも発作を起こ
さずレッスン
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だんだん効かなくなるステロイド

　私は小さい頃から肌が弱く、よく近所の町医者へ母に

連れられ行っていました。症状が軽かったせいかさほど

気にもせず、たまに湿疹が出れば病院でもらった薬を塗

り、中学生になった頃初めてアトピー性皮膚炎と診断さ

れました。しつこい症状に悩まされるようになったのは、

高校を卒業し社会人になった頃からです。指先がいつも

ジクジクし不快でした。同時に今まで限られていた部位

だけだったものが、ほぼ全身に広がっていきました。病

院に足を運ぶことはなく、楽だけを母にもらいに行かせ

ていました。自分で行ったとしても待合室の人の波にう

んざりし、薬だけもらって帰るのが習慣になっていまし

た。診察を受けない訳ですから薬の内容さえ知らず、「非

ステロイドは効かないな。ステロイドって書いてあるの

が効くんだな」と、顔に体の薬をかなり長期間塗ったり

もしていました。生活の乱れからか、徐々に薬の量も増

えていました。

　よく効く薬にしてほしいといえば、どんどん強いもの

にかえてもらっていた 26 歳のある日、週刊誌で「ステ

ロイドには副作用があり使い続けると大変なことになっ

てしまう」という記事を読んで怖くなり、薬をやめるこ

とにしました。その頃、結婚話も進んでいたので、結婚

式にはつるつるの肌でウエディングドレスを着たい…

と、今思えば本当に軽く考えていました。

　使用中止後、1 週間で何とも悍しい姿に変わりました。

全身真赤に爛れ熱が溜り、まるで炎の中にいるような感

覚が 24 時間毎日続き、尿も出ず頭がボーッとしていま

した。そんな体でしたが、必ず治るんだという思い込み

が強かったので仕事も続けていました。

　薬にかわるものをと、民間療法をかたっぱしから試し

たのもこの時期です。肌が傷だらけですから何をやって

も長続きはせず、一向に改善されない現実と虚しさを、

母にぶつけるようになりました。かゆみと痛みで一睡も

できない日が何日も続き、些細なことにも大声を張り上

げ、常にピリピリしたかと思うと一晩中泣き明かし、何

を信じていいのか、何を食べれ

ばいいのかさえわからなくなっ

ていました。母は耐え、ただた

だ私に謝りました。「私が悪かっ

た、私が代わってあげたい」と。

信頼できる医師と出会って

　そんな生活が 8 ヵ月ほど続

き、結婚式が近づいていました。

ステロイドは絶対にイヤと凝り固まっていた私ですが、

今さら式を延期する訳にもいかず、一生に一度の大イベ

ント、ステロイドの力を借りてでも最高の一日にしたい

から一時的にと薬を使いました。

　数ヵ月傷めつけられていた肌はとても敏感にぐんぐん

よくなり、と同時にボロボロだった心まで穏やかになり、

何もかも冷静に考えられるようになりました。新しくス

タートした生活のため、これから増えるであろう家族の

ため、何より自分のために強くなりたい。やっかいだけ

ど自分の体の一部であるアレルギーと向かい合い、一日

一日を大切にしたい。そのためにはと、私の思いを受け

入れてくれる病院を探すことにしました。

　東洋医学に期待し、塗り薬を控えめにしていた時期も

ありましたが、平成 9 年 7 月から現在の皮膚科に通院し

ています。この病院では、スキンケアをメインに、必要

なときに必要なだけステロイドを使い、塗り方や説明も

とても丁寧で、症状を見せてからでないと薬はいただけ

ません。そんな前向きな治療に好感がもてました。信頼

できるということはこういうことなんだなと実感し、現

在に至っています。

　今こうしてあの頃を振り返ってみると、アトピーであ

ることを受け入れたくない、自覚の足りない私が、初め

て人生の壁にぶつかったのだと感じます。一度しかない

私の人生、悔いのないよう、アトピーだからできないの

ではなく、必要とされる治療を受け入れればアトピーで

もできるのだから、病気に臆することなく自分の選んだ

道を信じて前進していこうと思います。

あおぞら第321号（平成10年8月1日）より

人生のターニングポイント

J . H

▼アトピー性皮膚炎体験談
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患者・家族の体験談に見る50年Ⅲ 1989年2月〜 1999年1月

こんな顔じゃ学校へ行けない

　中学 2 年生になる娘のアトピー性皮膚炎が悪化したの

は、去年の 10 月の終わり頃でした。アトピー性皮膚炎

と診断されて約 13 年になりますが、このときは全身に

広がり、顔まで赤くなって、今までとは違っていました。

　思春期を迎えた娘にとってはかなりのショックで、学

校に通うことがとても辛く「こんな顔じゃ学校へ行けな

い、私だけが普通の人じゃない」といって泣き、ひどく

落ち込み、夜は痒くて眠れない状態が続いていました。

　その年が明けても良くならず、このままの状態が続け

ば、我慢して通っている学校もいつか通えなくなると不

安を感じていました。大学病院ならなんとかなると思い

訪ねましたが、治療方法がステロイド離脱という方針で、

先生の「これは出るぞう」（リバウンド症状）と軽くい

われたひとことに言葉を失い、今の娘の状態を考えると、

とても頑張れないと思いました。

　そこで、他の大学病院を訪ねました。お陰でアトピー

は少し良くなりましたが、先生が多忙なため、通院をす

る度に診察時間が短くなり、私はこのままでは駄目だと

感じていましたが、病院をかえることはできませんでし

た。先の見えない不安が、病院をかえようという、私の

決心を鈍らせていたのだと思います。

娘のアトピーでなぜ私がカウンセリングを

　しかし、子供の心にまで触れてくれる病院があるとの

日本アレルギー友の会のすすめで、現在通院している国

立小児病院にたどりついたのです。

　私がそれまでかかっていた病院をかわろうとふっ切れ

たのは、この病院の電話相談でした。相談に出られた先

生が「あなたのお子さんのようにアトピーが原因で学校

に通えない子はこの病院にもいますよ。アトピーを治す

魔法はありませんが、一度病院に来てみませんか」とい

われて、私は救われたような気持ちでした。先生にいわ

れたことをそのまま娘に伝えました。すると「その病院

に行く」という娘の返事に、とても嬉しくて涙が出まし

た。それまでかかっていた先生には「もっとひどいアト

ピーの人でさえ学校へ通っているのだから、気にせず頑

張りなさい」と何度いわれても頑張れなかったのです。

そして今までは病院に通っても良くなれないと諦めてい

た娘でしたが、今度は「自分と同じ人がいる。自分だけ

ではないんだ」ということが、娘の気持ちを動かしたの

ではないかと思いました。

　病院で指導されたことを 1 週間も行うと娘の顔と体は

少しずつ良くなって、同時に明るくなり、突然友達と出

かけるようになりました。そしてカウンセリングの先生

の「アトピーが良くなれば学校へ通えるわよ」という言

葉どおり、新学期から学校へ通い出しました。

　私は、この予期せぬ出来事に気持ちがついていけませ

んでした。親として本来なら学校へ通えたことで喜び安

心するはずなのに、逆にアトピーが悪化したら、また学

校へ通えなくなるという不安が大きく、頭から離れなく

なりました。さらに 5 月中旬に宿泊行事が決まるなど、

娘が学校へ通うことにより、次から次へと心配事が増え

て、その度に診察時に先生に相談したり、勉強会に出席

することで、不安に押し潰されそうな自分をなんとか

保ってきました。

　また、この病院で治療と平行してカウンセリングも受

けました。当初は私と娘とが受けていましたが、その後

は母親である私にカウンセリングが必要といわれまし

た。「なぜ、娘ではなく私なの」と疑問に思いつつカウ

ンセリングを受けていましたが、受ける度に私が抱いて

いる不安や心配事が、先生のアドバイスで解消されて、

どんどん気持ちが楽になったのです。それからは自分を

取り戻すこともでき、娘の気持ちも考えられるようにな

りました。今では私自身のストレスが娘の治療の妨げに

なっていたこともわかりました。また、そのストレスを

自分で対応し、コントロールすることも学びました。

　娘も毎日楽しそうに普通の生活をおくっています。娘

なりに徐々にアトピー性皮膚炎をコントロールしている

のだと思います。今は焦らずに、気楽にアトピーと付き

合っていってほしいと思っています。

あおぞら第312号（平成9年11月1日）より

娘は「自分だけではない」と知ったときから

K . N

▼アトピー性皮膚炎体験談
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人生の幕引きの準備も整え

　昭和38年6月、絹綿で布団を作っていたとき、急にせ

き込み、痰がからんだ。半年後、それがぜんそくだと気

付き、すぐにその布団を処分した。

　昭和48年1月より4 ヵ月続けて発作に見舞われた。

ホームドクターは、かねてから私の症状に疑問を持たれ

ていて、専門医への受診を勧めてくださったので、翌月

から大学病院のぜんそく専門外来へと移った。アレル

ギーテストでは問題なかったが、肋膜の癒着がひどく、

1秒率はすでに51％という有様だった。

　昭和51年、地方へ転勤となり、すっかり悪化。3年後

に帰ってきてすぐ発作を起こしたので、やむなく近所で

治療を受けたが、この数年の経口ステロイド薬の副作用

をどっぽり経験した。専門医にかからなければ所詮無理

ということを痛感した。

　再び専門医のところへ戻り、一時は薬ゼロの時期も

あったほど順調な日々が続いた。その頃からベコタイド

を1日2ないし6吸入し始めた。

　昭和61年春頃より時々息切れを感じ、テオドール、

ホクナリンを加えたが思わしくなく、時々点滴に通うよ

うになった。そして12月についに入院。悪循環は一応

解消したかに見えたが、翌年には入退院を繰り返した。

私の場合、よほどひどくならない限り聴診器にはキャッ

チされないようで、しばしば点滴を断られた。仕方なく

帰宅しても相変わらずの苦しさ。疲労困憊、気力も集中

力もなく、リミットすれすれに薬類を使い、横になると

苦しいので一日中じっと座っていた。そしていよいよパ

ニック状態になってはじめて点滴、入院という次第だっ

たので、“どうしてこれが病気でないのか？”と私には

納得できなかった。

　同時に限界も感じ始めていた。格調という言葉からは

どんどん離れていくような日々。人間の尊厳はどこへ

行ってしまったのか？�絶望の毎日に、死というものを

自分の問題として考えざるを得なかった。そして、尊厳

死協会に入会してリビングウィル宣言をし、葬式の自由

を考える会、およびある互助会にも入会して、現実的な

幕引きの準備を整えた。

あおぞら第383号（平成15年10月1日）より

あるぜんそく患者の軌跡

R . N

患者・家族の体験談に見る50年

Ⅳ
1999年2月～2009年1月

この10年の主な動き

◦1999年アトピー性皮膚炎新薬プロトピック軟膏発売。

◦2000年日本皮膚科学会によるアトピー性皮膚
炎治療ガイドライン初版発行。

◦2002年長期管理薬として初の長時間作用型β
２刺激薬（セレベント）発売。

◦2008年アトピー性皮膚炎治療ガイドラインに、
初めて外用薬の塗る量の目安となるフィンガー
ティップユニットの方法が掲載される。

◦2008年	東京都内在住の18歳以上患者の喘息
に係る医療費が無料になる。

◦2008年免疫抑制剤（ネオーラル）にアトピー性
皮膚炎での適応が追加された。

◦2008年アトピー性皮膚炎の重症度を測る
TARCの検査が開始される。

◦喘息死亡者数年間約4,000人（2002年現在　
厚生労働省統計）。

▼ぜんそく体験談

（平成11年） （平成21年）
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新しいマニュアルで救われた

　また点滴に通い出した昭和63年9月29日、救急外来

でお世話になった先生が、ネブライザーを勧めてくだ

さった。早速その夜からインタール2.0、ベネトリン0.3、

アレベール1.0を、粒子の細かい噴霧器で1日4回吸入を

始めた。するとまもなく症状が改善され出し、あんなに

通っていた点滴にも行かなくなった。そして12月に一

度入院したものの、次は5 ヵ月後、その次は1年8 ヵ月後、

と急速に回復し、信じられないような穏やかな日々が

戻ってきた。感謝！�感謝！�嬉しかった。

　平成3年より国立病院へ転院し、年に一度くらいは入

院していたが、翌年、吸入補助器ボルマティックを使い

出してからは、薬の効果は飛躍的に上昇し、平成5年頃

より、症状に応じてベコタイドをアップダウン（400 ～

1600）するに至り、点滴とはすっかり御無沙汰となった。

　平成7年頃より、ピークフローメーターを吹いても発

作の心配がなくなったので、自己管理が容易になった（朝

110くらい、ネブライザー後250くらい）。そして暮れに

テルシガンを加えてからは、一挙に350くらいまで上が

るようになったので、経口薬もネブライザーの回数も漸

次減らしていった。

　平成11年6、9、12月と続けて発作。10年ぶりに期待

も込めてプレドニンを服用したが、裏切られ入院に…。

点滴、吸入ともに効果大で

あるのに、経口薬はなぜ効

かないのか？�私にとって

いまだ解明されぬ謎であ

る。

　そして9月よりベコタイ

ドとフルタイドを併用。翌

年秋よりフルタイド800に

落ち着いた。去年、パルミ

コートへの切り替えをは

かったが、私にはフルタイドのほうが適していた。

　現在は、ピークフローメーターをした後にネブライ

ザー（インタール2.0、ベネトリン0.25、アレベール0.5）。

そしてピークフロー値が最高に達したと思われるとき

（1.5時間から2時間後）、セレベント50を1、テルシガン

を2、フルタイド200を3吸入。これを1日2回行ってい

る。ほかには、寝る前にテルシガン2吸入、必要に応じ

てべロテック100を2吸入する。また、1日にテオドー

ル400、柴朴湯とアルサルミン各2ないし3袋、フラン

ドールテープ1枚である。

　本当に長い間の紆余曲折であったが、私は寸時のとこ

ろで新しいマニュアルによって救われた。そして今は、

納得のゆく治療を受けられ、大変幸せで、心より感謝し

ている。

心臓病とぜんそくを併発

　私は、持病の心臓弁膜症に比較的重い気管支ぜんそく

が重なったため、サラリーマン生活を中途でリタイアせ

ざるをえず、人生をなかば棒に振ってしまいました。

　それは44歳のときでした。風邪の症状から突然襲っ

てきた激しいせきこみ、おびただしい痰、呼吸困難など、

それは今までに経験したことのない発作で、完全にパ

ニックにおちいってしまいました。38歳のとき、過労

からきた虚血性心不全で執務中に昏倒したことがあって

から、2度目の大発作でした。

　ただちにかかりつけの大学病院に入院したものの、担

当医にはこの症状は心臓機能の悪化からきているものと

のある種の思いこみがあったのでしょう、気管支ぜんそ

くとの診断がつくまでには2 ヵ月あまり要しました。診

断がつくと、急きょ、あわてたようにベコタイドと気管

支拡張剤の吸入を中心とした治療が始まりました。する

と、なんのことはない、約半年続いた生き地獄のような

発作が、たった2週間で嘘のように消えてしまったので

す。ピークフロー値で、240ミリから600ミリ近くまで

回復、ほうほうの体で退院しました。

　しかし、ほっとしたのもつかの間、初冬に退院したこ

あおぞら第357号（平成13年8月1日）より

足るを知る人生を歩みたい

T . M

▼ぜんそく体験談

教会の前で
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ともあって、またたく間にぜんそく発作をぶり返してし

まいました。このときベコタイドの吸入、ステロイド、

気管支拡張剤を自己判断で適当に服用していたものの、

発作が起こればおもに即効性に勝るメプチンエアーの吸

入で苦しさをしのいでいました。今思えば心臓病をもつ

私にとっては非常に危険なことをやっていたわけです。

こんな中途半端な状態で職場復帰を試みましたが、案の

定、2 ヵ月足らずで通勤不能におちいり、事実上の休職

を命ぜられる始末で、万事休すとなってしまいました。

　それでも有名大学病院という安心感からか、「気管支

ぜんそくとはどのような病気なのか」深く掘り下げて知

ろうという気がなく、この病院で治らないなら他の病院

へ行っても同じという程度の認識でした。当然の結果と

して発作の頻度と程度がだんだんと増し、そのうち近所

の救急病院へ駆けこんで数日入院してステロイドの点滴

を受けなければ発作が治まらなくなってきたのです。

　あるとき、この救急病院の先生に、「近ごろメプチン

エアーの吸入をしても、以前ほど痰が出ず、かえって息

苦しさが増してしまう」と訴えたところ、心臓に極力負

担をかけないように自分で薬量を加減できるベネトリン

とインタールの混合液の吸入がいいのではないかと、初

めてすすめられたのです（いかに勉強不足であったか）。

さっそく試したところ、痰の切れがすばらしく、吸入後

の気道がとてもすっきりしたことに感動しました。この

ことがひとつの転機となって、治療に対する気持ちが前

向きになったようです。それから現在まで毎日欠かさず

吸入を励行しています。

すばらしい専門医との出会い

　このころ「日本アレルギー友の会」に入会。相談員の

方に何度か質問させていただいているうちに、すばらし

い成人ぜんそくの専門医をご紹介いただきました。

　平成8年9月、わらにもすがる思いで受診したところ

即入院となり、ステロイドの点滴で気道炎症を徹底的に

おさえこむ治療方針が立てられました。ステロイドに対

する漠然とした不安や心臓病との兼ね合いなどについて

遠慮なく質問させていただいたところ、懇切ていねいな

説明をしていただき、安心して治療に専念できました。

　約1 ヵ月の入院で、ピークフローは300ミリ前後から

550ミリ前後まで回復しました。あれから5年、二度と

あの苦しみを味わいたくないとの一念で、退院時にいい

渡された厳守事項をしっかり実践しています。

　なかでもありがたかったのは、平成9年9月、先生の

助言もあって長年の宿題であった心臓手術に踏みきり、

術後の発作もなく無事乗りきれたことです。ぜんそく発

作の安定的な改善がないかぎり、とても心臓手術をする

気にならなかった私にとって、いくら感謝してもしきれ

るものではありません。

　一方失うものも甚大でした。長年の休職からくる職場

復帰の意欲減退、拭いきれないぜんそく発作再発への不

安、さらにこれ以上会社に迷惑をかけられないとの気持

ちなどから、平成11年7月、満53歳を目の前に退職し

ました。肉体的にも精神的にも思いきり仕事ができず、

不完全燃焼のままリタイアしなければならなかったこと

が、無念のきわみです。年金生活にはまだ間があり、し

かも同時に抱えこまなければならないふたつの大病は、

かなり厳しいハンディです。しかしあの八方ふさがりの

苦しかった日々を思えばいまは天国です。これからは常

に「足るを知り」、じっくりと治療に専念して、与えら

れた人生をまっとうしたいものです。

炎症を長引かせた日々

　私がアトピーだと自覚したのは小2のクラシックバレ

エの発表会の日、白粉を塗ると私だけまだらで黒ずんだ

腕になり、友達とは違う肌だと気付いたことが始まりで

した。とてもショックだったのを今でも覚えています。

今は子どもでも外用薬で十分アトピーをコントロールで

きるステロイド治療が推奨されていますが、20年前は

アトピー＝フードアレルギーで食べ物が原因と位置付け

られ、食事制限もしました。給食もお弁当を持参し、や

あおぞら第431号（平成19年10月1日）より

「ステロイドは怖くない…」を伝えていきたくて

M . O

▼アトピー性皮膚炎体験談
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はりほかの人と違うことで劣等感を感じました。いくら

食事を除去しても治らず、一方でステロイドバッシング

も広がり、親娘ともはんらんするアトピービジネスに困

惑し、結局怖々とステロイド治療を続けていました。

　アトピーは本来ステロイド薬と保湿薬のセットが不可

欠なのですが、私はステロイド薬のみを患部に薄く塗る

だけでした。この“薄く”が私のポイントで、なるべく

少量で治そうとしていたのです。でも、たとえでいうと

火事が起こっている家にジョウロで水をかけているよう

なもの。これで火事を鎮火させるのは無理なことであり、

私の肌はずっと小さな火がジリジリと燃えている状態

で、気付くと高校生になっていたのです。

　夏休み、アメリカでホームステイするためパスポート

写真を撮りにいったとき、できあがった顔写真を見て愕

然…、こんなにも私の顔はアトピーだったのかと…、す

ぐに皮膚科に診てもらいに行きました。

　そこでは経口ステロイド薬と塗り薬を処方されまし

た。飲み薬は、特別なことがない限り今はアトピー治療

ではあまり飲まないのが主流のようです。しかしあの頃

の私は「このかゆみを抑えさえすればアトピーはいつか

治る」と、飲み薬に頼っていました。塗り薬もよく効く

ので、ベリーストロングクラスのステロイドを顔まで平

気で塗っていたことを覚えています。

　アトピー標準治療は、そのときの症状に合った適切な

ランクのステロイド外用薬を使用して、正常な肌にして

いきさえすれば、何も怖くない治療です。しかし私は間

違った薬の使い方をしていただけなのに、大学3年生頃

からだんだんステロイドも効かなくなってきたと思い込

み始めてしまいました。そして世間のいうステロイド

バッシングを信じ、根拠や理由もこの場に及んでも調べ

ることもせず、脱ステロイドを決心します。　

ステロイドは麻薬？

　その医者はインターネットで見つけました。医院の

ホームページには完治した人の手記がずらりと、「完治

しました！」とどの手記にも書かれてあり、身も心もボ

ロボロになっていた私にはそのホームページがキラキラ

光る宝石のように見えました。その医院は大阪でしたが、

藁にもすがる思いだったので迷うことなく新幹線に飛び

乗りました。医院の待合室には「一切ステロイドは出し

ません。ほしい方はほかの病院に行ってください」と堂々

と大きな貼り紙があり、診察室に入ると、満面の笑みを

した先生がいて“おめでとう！”と握手をされました。「絶

対治してやる！�1 ヵ月後なのか3年後なのか、どれくら

いで治るかはわからない。でも絶対治るよ」といわれた

のです。完治までが未知の治療といわれても、患者の手

記、待合室の貼り紙、先生の握手、それに「治してやる！」

の一言、すべてが私には明るい未来に見えました。

　治療開始直後から、寝返りもできないくらい体中の皮

がズル剥けになり、顔はタオルをずっと被せていないと

黄色ブドウ球菌が流れ続ける状態。本当ならそんな状態

は、感染の恐れがあるため一刻も早く治さなくてはいけ

ません。でも私はこれを乗り切れば明るい未来が待って

いると信じ、結局その状態を3 ヵ月間も続け、太陽を恐

れてカーテンを閉め切り、ベッドの上で生活をしました。

そのときの日記を読み返すと、ステロイドのことを「麻

薬」と書いています。最悪な状況下においても絶大な信

頼を寄せてしまう、日本のでたらめなアトピー情報を、

どうにかならないかと、今とても考えさせられます。

　治療は、飲む煎じ薬と、煎じ風呂に毎日2時間入るの

ですが、面倒くさがって毎日治療することはなく、約3

年は適当に続けていました。それでもまだ私は、未来の

完治を信じていました。しかしアトピーと正面から戦う

ために始めた漢方治療が、アトピーのアの字も聞くだけ

でかゆくなり、アトピーに背を向けている自分に気付い

たときには5年半の月日が経ってしまっていたのです。

入院治療で見違えるような美人に

　その時期に祖母から皮膚科の先生の紹介を受け、検診

に行きましたが、そこはステロイド治療でした。この治

療をしたら今までの5年半の脱ステが無駄になってしま

う！�と最初は拒みましたが、もう自分で治療を探す気

力はなく、このステロイド治療に戻ることにしました。

　早速入院し治療を開始し

たら、戻るどころか今まで

とは全く違う治療でした。

体全体にベリーストロング

クラスの薬と保湿剤を、顔

にはミディアムクラスのス

テロイド薬をべったり塗

り、全身包帯でぐるぐる巻

きになりました。日ごとに
怖かった太陽も大丈夫‼
赤穂の海にて
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民間療法で悪化

　私は、小さい頃より皮膚が弱く、なかなか皮膚科とは

縁が切れません。10代、20代の頃は、湿疹が悪くなる

と病院へ行き、薬をもらって塗り、後はほっとく、とい

うことの繰り返しでした。

　平成7年に子どもを産みましたが、その子を妊娠した

ときから、また頻繁に湿疹ができるようになりました。

産んでからは睡眠不足、育児ストレスなどから、常にか

ゆい状態が続くようになりました。子どもに手がかかる

のに、体がかゆくてイライラすることがよくありました。

　平成9年の8月に、アトピー性皮膚炎の子どもをもつ

友人に勧められた病院へ行ったら、入院したほうがいい

といわれ、息子は2歳でしたが実家でみてもらい、1週

間ほど入院しました。入院中はゆっくり眠ることができ、

落ち着いた状態で退院しましたが、しばらくするとまた

元のようにかゆくなってしまい、結局ステロイドの薬を

塗っても治らないのかな、と思うようになりました。ま

たその頃、ステロイドを使うことにより、アトピー性皮

膚炎をより悪くして、皮膚が黒ずんでくる、という情報

を耳にするようになり、民間療法で治った人の話を聞い

たりしているうちに、ステロイドの薬を使ってはいけな

いのではないか、使うからアトピー性皮膚炎が治らない

のではないだろうか、と思うようになってしまいました。

　そして、これもまた別の友人の勧めなのですが、マイ

ナスイオンの出る機械をお風呂に入れて、悪いもの、老

廃物などを体から出し治していく、という機械を高いお

金を払って買いました。その機械を売っている会社で、

今まで何人もの人がこれを使って治っている、ステロイ

ドは副作用の強い悪い薬なので、絶対使わないほうがい

いといわれ、とにかく治りたい一心だった私はそれを信

じ、ステロイドの薬を一切やめ、マイナスイオンのお風

呂に入る、ということを始めました。

　始めたとたん、まず脚が曲げられないほどむくみ、腕、

顔とどんどんむくんでいき、それと同時に皮膚は赤くな

り、体の中からわき上がるような猛烈なかゆみと皮膚が

破けていくのではないかと思うほどの痛みが続くように

なりました。あまりのひどさに、普通に家事をして子ど

もを育てていかれる状態ではなくなり、平成9年の11月

から、家族で私の実家に世話になることになりました。

　それから平成13年の2月に友の会へ来るまでの3年

4 ヵ月ほどは、体のむくみ、赤み、痛み、襲ってくるよ

うなかゆみ、血が出る、滲出液が出るという状態で、夜

眠るということができなくなり、まさに地獄のような

日々をただひたすら我慢して過ごしました。今思うと、

なぜあんなに我慢し続けたのか、私ってほんとに我慢強

いなあと、あきれるほどでした。ただただ治りたい一心

で、マイナスイオンのお風呂に入れば必ず治る、どんど

ん悪く、かゆくなるのはいい方向へ向かっているからだ、

体の外に悪いものが出ていくからなんだと思い込み、ひ

たすら我慢をし、一日中体をかいて過ごしていました。

　家族にも、ずいぶんと迷惑をかけました。息子は私が

病気ということで保育園に入れ、母に送り迎えをしても

らいました。母も最初はずいぶん心配してくれましたが、

そのうち私たちが実家にいることに疲れてきたようで、

人に愚痴をこぼしたりしていました。私は申し訳ないと

あおぞら第385号（平成15年12月1日）より

普通の生活ができる幸せ

C . Y

少しずつランクを落としていき、入院期間8日間で見違

えるほどの美人（？）になり、世に帰還しました。退院

し帰宅した私を見て父親は、あまりに変わってしまって、

ビックリしたというより一瞬「誰？」とそんな顔をした

のを私は忘れません。それくらいに私は人相が変わった

のです。現在の肌の状態は、市販の保湿剤だけで正常な

肌を保てるまでになりました。これぞ脱ステ成功！

　こうしてたった8日間ですっかり良くなってしまい、

5年半もの年月をとても後悔しました。

　良くなった今、私は自分の肌からすべてを語り、まず

はボランティアやコミュニティサイトを通して "ステロ

イドは怖くない！" を伝えていきたい、そして一人でも

いいから私のように HAPPY な人生になるお手伝いが

できればと思っています。

▼アトピー性皮膚炎体験談
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患者・家族の体験談に見る50年Ⅳ 1999年2月〜 2009年1月

は思うものの、どうすることも

できず、一日も早く良くなり実

家を出たいと思っていました。

主人はどうしたものやら、とい

う感じで、とくに何もしてくれ

ませんでした。何をしたらいいのか、どうしたらいいの

か、わからなかったようです。

　やはり、家族の中に病気でいつもユウウツでイライラ

している者がいると、まわりの人も嫌な気持ちになるこ

とはよくわかります。そんな気持ちにみんなをさせてい

る自分が、とても嫌でした。そして、良くなることだけ

を願っているのに少しも良くならず、毎日イライラしっ

ぱなしでした。

　平成12年の春と秋、ちょうど季節の変わり目には、

顔にブツブツができ膿が出てきて、顔の皮膚が見えない

ほど膿だらけになってしまい、むくみで痛くて、膿でま

つ毛がくっついて眼もはっきり開けられず、口も普通に

は開かないので、食べ物を幼児が食べるように小さく切

り分け、ひとつひとつ口に運ぶ、ということもありまし

た。もう、ここまでひどく化け物のようになってしまう

と、生きているだけでもありがたいのかもしれない、と

思いました。

ステロイド外用薬を上手に使う決意

　なぜここまでひどいことになっているのに我慢してい

たかというと、やはり、アトピー性皮膚炎を完全に治し、

きれいな皮膚になりたい、かゆい体はもういやだと、強

く思っていたからでした。アトピー性皮膚炎ということ

を受け入れられない状態でした。しかし、3年経っても

良くなる気配すらなく、また息子の卒園式、小学校入学

式にもこのままでは出られない、こんな状態ではもう人

前に出られない、電車にも乗れない、社会生活が送れな

い、やはり何とかしなければ、このまま一生家の中に閉

じこもっていなければならなくなってしまうと思い、怖

くなりました。それで保健所でしたか保健センターでし

たか忘れてしまいましたが、そこのアレルギー担当の方

に、アレルギー友の会へ相談してみるよう勧められまし

た。そして、友の会の方に話を聞いていただきました。

そのときの私は、首やあごから滲出液が出て痛くて痛く

て首にタオルを巻いている有様でした。情けない声を出

していたと思います。

　友の会の方に励まされ、病院を紹介していただき、平

成13年の2月からまたステロイド軟膏による治療をして

います。ステロイドを使うことに抵抗はあったのですが、

もうこのまま我慢はしていられない、正しい知識を身に

つけ、上手に使っていこうと心に決め、治療を始めまし

た。顔にはプロトピック軟膏を使い始めたら、最初はか

ゆくなり心配だったのですが、どんどん良くなりました。

　それからは、ひどくなるようなことはなくなりました。

しかし、完全に湿疹が消えたわけではありません。今で

も毎日のようにかゆいです。かゆいけれども、薬でうま

く抑えつつ普通の生活を送っています。

　今は、私のアトピー性皮膚炎は治らないと思っていま

す。治らなくても、人より皮膚が荒れていても、「私は

病気です」などと暗くならず、積極的にいろいろなこと

をしていこうと努力しています。今は仕事もしています

し、小学校の PTA 役員も引き受け、あの苦しい3年半

がうそのように忙しい毎日を過ごしています。

会場風景
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　ぜんそくを発症して早24年、私は子育てを始めてぜ

んそくを発症し、さまざまな失敗を繰り返し発作に苦し

みました。症状が出なくなると薬を飲むのを忘れて、発

作をぶり返してしまったこともありました。また、これ

くらいなら大丈夫だろうと、薬を服用するだけで、悪化

させて緊急に点滴してもらうことになってしまうことも

ありました。とくに、風邪をひくと発作をすぐ引き起こ

していまい、悪化させてしまうことがよくありました。

そんな経験から、とにかく風邪症状を悪化させないよう

にして、ぜんそく発作を引き起こさないようにすること

が大切だと痛感したのです。

風邪かな？ と感じたら

　ぜんそく発作を起こさないようにするために、私はサ

ルタノールと一緒に、気管支拡張剤・抗アレルギー剤・

抗生剤・鎮痛剤をどこに行くときも持参しています。出

先や職場で、少しでも風邪のような症状が出たときは気

管支拡張剤だけではなく、抗アレルギー剤や抗生剤を一

緒に服用します。発作を起こさないようにするには、早

めの対処がとても重要だと思っています。普段は、アド

エアでコントロールしています。しかし、身体の変調を

感じたときには、すぐに薬を服用し症状を悪化させない

工夫をしています。

　仕事をしていますので勤務中に少々体調が悪くなって

も、すぐに病院に行くことはできません。もちろん肩で

呼吸をするようになり、陥没呼吸をする状態に陥ったら、

もう苦しくて話をするのも厳しいので、病院に行かざる

を得ません。その状態になると、ステロイドの点滴を受

けなければ回復できませんでした。でも通常の風邪のよ

うな症状で、病院にかけつけることはなかなかできませ

ん。そんなときに私を助けてくれるのが常備薬です。症

状が出始めたらすぐに服薬することにより、症状を和ら

げ悪化を防いでくれます。そして症状が出始めた夜は早

めに就寝し、それで翌日回復できればベストです。　

就寝時のマスク着用

　私の場合、風邪の症状の出始めはほとんど鼻水の症状

です。鼻が詰まり口呼吸をしなければならない状態にな

あおぞら第497号（平成25年4月1日）より

私のセルフコントロール

R . S

患者・家族の体験談に見る50年

Ⅴ
2009年2月～2019年1月

この10年の主な動き

◦2009年抗ＩｇＥ抗体製剤（ゾレア）発売。その後、
複数の抗体医薬品が発売。

◦2012年アトピー性皮膚炎治療ガイドラインでス
テロイド外用薬の効果的な使い方、プロアクティ
ブ療法が記載される。

◦2013年喘息用の配合剤（シムビコート・フルティ
フォーム等）が多く発売。

◦2015年「気管支サーモプラスティ」開始。重症
喘息患者向けの治療が増える。

◦2018年アトピー性皮膚炎初のバイオ医薬品
（デュピクセント）発売。

◦喘息死亡者数年間1,728人（2013年現在　厚
生労働省統計）。

▼ぜんそく体験談

（平成21年） （平成31年）
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患者・家族の体験談に見る50年Ⅴ 2009年2月〜 2019年1月

ると喉の炎症が起き、咳の症状が悪化してしまいます。

　私は普段マスクを着用すると、ぜんそく発作を起こし

ていなくても息苦しさを感じますので、マスクは苦手で

す。もちろんぜんそく発作を起こしているときは苦しい

ので、マスクを着用することはできません。それでも風

邪の症状の出始めのときだけは就寝時にマスクを着用す

ると、保湿されて喉の炎症を防ぐことができるのです。

　また冬の寒さが厳しい季節には、冷たい空気でぜんそ

く発作を誘発させてしまうことがあります。そうならな

いために、急に冷気にさらされるときなどは、ハンカチ

で口を軽く覆い、直接冷たい空気を吸い込まないように

しています。そして首を冷やさないように、夏の暑い季

節でもスカーフをするなど、風邪をひかないための工夫

をしています。

ぜんそくを知るということ

　私の息子は重症のぜんそくでした。2歳になる頃には、

毎朝ぜんそく発作起こしていました。ちょっと悪化する

と肺炎を併発し入院を繰り返していました。息子が入院

すると、私が付き添い私自身も体調を崩し、息子と一緒

に点滴を受けることもしばしばでした。

　子どものぜんそく治療のために、さまざまな本を読み

あさり病院を探し、ぜんそく関係の講演会に足を運びま

した。きっかけは息子のぜんそくが重症で心配だったこ

とでしたが、ぜんそくという病気を知り、症状を緩和す

る方法なども学ぶことができました。発作を起こしたと

きの水分補給や、横向きになって上半身を少し高くして

休むことなど、直接治療には関係ないようなことですが、

少しでも呼吸をらくにするための知恵も学びました。そ

して、今ではその学びが自分のぜんそくをコントロール

することにもつながり、役立っています。

短期間のステロイド服用方法

　うまくぜんそくと付き合っていくためには、ぜんそく

の知識が必要不可欠だと考えています。このとき私に必

要だったことは、専門医に相談することでした。そして

ぜんそくの本を読み、アレルギー友の会の講演会に参加

して、専門医を紹介してもらいました。その当時紹介し

てもらった専門医から、ステロイドの使用方法を教えて

もらいました。

　幼児期の息子のぜんそく発作を抑えるために、当時教

えてもらった短期間のステロイドの服用方法は、今も時

折症状の悪化を防いでくれています。そのおかげで社会

人になった息子は無欠勤を続けられています。軽くても

ぜんそく発作症状が出たときには、短期間使用をして、

息子自身が自己管理しています。

主治医とのコミュニケーション

　私は薬の副作用や怖さを学び、適切な使用方法をきち

んと学んでおくことが、薬の効力を最大限にして症状を

早く和らげてくれることにつながると思っています。薬

を服用してから、効用が出てくるまでの時間がどれくら

いなのか、複数の薬を併用する場合はどんな間隔で使用

したら良いのかなど、先生に教えてもらうことが大切だ

と思います。そのために主治医の先生とのコミュニケー

ションが必要です。私は多忙な先生でも質問事項を整理

してメモしておき、診察の際にいろいろな質問をしてき

ました。生活の中での不安や薬の副作用についても、質

問してきました。

　アレルギー友の会の会報や講演会などでも、さまざま

な情報を得ることができました。私たち親子はぜんそく

を完治することはできなくても、今では入院をすること

なく、ほとんど苦労なく日常生活を暮らしています。自

分のぜんそく症状を知ることが、セルフコントロールを

行う上で大切なことだと考えています。　

最後に

　発病して20年、本当に多くの失敗を重ねてきました。

以前は風邪をひくと、発作を併発してしまうことばかり

でした。しかし今は薬の進歩もあり、日常的にきちんと

吸入ステロイドを使うことで、コントロールができるよ

うになりました。

　重症のぜんそく児の子育ても、ぜんそくだからあれが

できないとか、これができないとか、悩まないようにし

てきました。事前に薬を使って発作を予防することに

よって、子どもも私も発作を恐れず、普通の生活を送る

ようにしてきました。このような考え方が持てるように

なったのも専門医に出会い、ぜんそくや薬の知識を得て

こられた賜物だと思っています。
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看護師の仕事を始めた頃から悪化

　アトピー性皮膚炎の症状が出始めたのは確か小学生の

頃だったと思います。その頃は皮膚科を受診してはステ

ロイド軟膏を塗り、軟膏を塗れば湿疹は治まりました。

　アトピーが急激に悪化したのは、看護師として大学病

院に就職した22歳のときです。幼い頃から志していた

看護師の仕事でしたが、多忙な業務と責任の重さに気持

ちが休まることがなく、睡眠も十分にとれませんでした。

また、夜勤を含む不規則な勤務に体がついていけず、食

生活も乱れていきました。そうした日々を送るうち、少

し荒れている程度だった手の指が大きくひび割れを起こ

し、仕事中に手洗いするたびに、水がしみて悲鳴が出そ

うになるほど痛むようになりました。そして腕や背中、

おしりに太ももと、これまでほとんど湿疹ができなかっ

た場所に症状が出始め、あっという間に全身に広がって

いったのです。

　その当時の治療といえば、仕事の合間をぬって皮膚科

を受診し軟膏を塗ることの繰り返し。非常に混雑し待ち

時間の長い病院だったため、診察時間は短く、ていねい

に全身を診てもらえる雰囲気ではありませんでした。ま

た、私自身も仕事中は差し障りがあるため、1日2 ～ 3

回塗るようにいわれた薬を寝る前にしか塗ることができ

ずに、何とかごまかしながら必死に働いていました。

　しかし、体には限界が来ていたようです。就職して4

年目の26歳の春、違う病棟に配属された私は1 ヵ月間

の夜勤専従のシフトを務めることになりました。過酷な

仕事内容に湿疹は急激に悪化。それまでは仕事中はあま

り気にならなかったかゆみが、休憩になると一気に噴き

出しトイレでかきむしるように。軟膏を塗ってもほとん

ど効果がなく、白衣から見える真っ赤にただれた自分の

肌を診て「どうしよう…。私はいったいこれからどうなっ

ていくんだろう」と大きな不安に包まれていきました。

本を読み、脱ステロイドを決意

　ちょうど結婚が決まり、自分の将来設計を考えていた

時期だったため余計に深刻になりました。両親も私のア

トピーのひどさをとても心配し、退職して休養すること

や、どこか違う病院はないか探していたとき、本屋で1

冊の本を見つけました。脱ステロイドによる治療と民間

療法について書かれたその本には、ステロイドの長期使

用による副作用が強調して記載され、長年ステロイドを

使い続けていた私は自分のことのように恐怖を感じまし

た。とくに、体中に塗った軟膏は毒として体に溜まって

いる、その溜まったステロイドを体から出し切れば生ま

れ変わったようなきれいな肌になるといった文章に一気

に気持ちが傾き、5月末に退職。本に登場した東北地方

にある病院に、6月に入ってすぐ入院したのです。

　脱ステロイドを掲げるその病院での治療は、温泉に

浸った後、全身に亜鉛華軟膏を塗り、包帯でグルグル巻

きにするというものでした。全国から年齢を問わず多く

の患者が入院していました。入院当日、ステロイドを一

気に中止したところ、翌日には全身が真っ赤に腫れ上が

り、黄色い浸出液があらゆる場所から溢れ出しました。

体中がただれて熱く、我慢できない猛烈なかゆみが襲っ

てきます。かゆみ止めが処方されましたが全く効かず、

せめて冷やして気を紛らわせたいと伝えても、冷やすの

は良くないと何もしてもらえませんでした。顔もパンパ

ンに腫れて首のリンパ節がゴリゴリと触れるように。夜

中眠れずにトイレに立つと、真っ暗な廊下の隅で、ボリ

ボリと音を立てて包帯で巻かれた体をかきむしる同年代

の患者さんを見て「何て辛いんだろう」とやりきれない

気持ちが湧いてきました。

　浸出液は一向に止まらず、鏡に映る自分の変わり果て

た姿に愕然とした私は、辛さに耐えきれず2週間ほどで

退院しました。迎えに来てくれた両親が私を見て言葉を

失い、涙ぐんでいたことを今でもはっきり覚えています。

　自宅に戻った私は衰弱し、全身ひどい状態だったのに

もかかわらず、また別の脱ステロイドの病院はないか探

しました。「仕事まで辞めたのだから何としてもステロ

イドを使わずに治したい。私に合う方法があるはず」と

意地になっていたのだと思います。

あおぞら第488号（平成24年7月1日）より

脱ステロイド治療を経験して

Y ・ K

▼アトピー性皮膚炎体験談



日本アレルギー友の会 50周年記念誌　94

患者・家族の体験談に見る50年Ⅴ 2009年2月〜 2019年1月

　片道2時間以上かけて通った次の病院では、塩素を取

り除くことを中心として衣食住にわたる生活指導を受

け、数種類の非ステロイド軟膏を使いました。知人の薦

めで海外の高価なサプリメントも取り入れました。しか

し全身から浸出液が溢れ出す状態は変わらず、普通に座

ることもできません。体中に巻きつけたタオルは何度も

取り替えなくてはなりませんでした。夏になり暑さで体

力が奪われてほとんど寝たきりの状態に。肌着が体に貼

り付き、母に手伝ってもらって着替えをしようとすると

震えが止まらず、思わず「触らないで」と泣いていまし

た。横になってもかゆみで眠ることもできず、少し眠っ

て目を覚ますと「いっそこのまま意識がなくなってしま

えばいい」と本気で思っていました。　

ステロイドによる治療を再開し、生きる力が湧く

　全く良くなる兆しのない状況に苦しみもがいていた私

を救ってくれたのは、姉がインターネットで調べ持って

きてくれた資料でした。その資料を読んで、脱ステロイ

ドの治療により壮絶なリバウンド状態に陥り最終的に白

内障を合併してしまった例や、学校や会社に行けなくな

り社会生活が困難になっている患者が数多くいることが

わかりました。脱ステロイドによる成功例ばかりを集め

た本を読み、どんなに苦しくてもこのリバウンドを乗り

越えれば必ず良くなるんだと信じていた私は大きな

ショックを受けました。もはや遠くまで通院する体力は

なく、気力も失っていた私は姉に付き添われ自宅近くの

総合病院を受診。私の姿に驚いた医師からもステロイド

による治療を説得され、8月から再びステロイド軟膏を

使っていくことになりました。

　ステロイドによる治療を再開したところ、私の症状は

劇的に良くなっていきました。日を追うごとにというよ

り、時間を追うごとに薬が効いていく感覚があり、溢れ

出ていた浸出液が軟膏を塗り始めて2日目には止まりま

した。とくに顔の腫れがひき、目がしっかりと開くよう

になった時は本当にほっとしました。かゆみも激減した

ことで夜も眠れるようになり、生きる気力が湧いてきま

した。「何てありがたい薬なんだ」とステロイドがある

ことに感謝したほどです。その後は定期的に通院し症状

をコントロールしながら、10月には現在も勤務してい

る病院に就職。翌春に無事に挙式することができました。

　結婚後しばらくは湿疹は落ち着いていて肌もずいぶん

きれいになっていたのですが、長男を授かり忙しく子育

てする中でストレスや睡眠不足が重なり、再びアトピー

が悪化しました。今度は以前とは違い、小豆大の硬い湿

疹が体中にできてしまい、結節性痒疹と診断されました。

これまでの湿疹と全く違うためいろいろと調べると、非

常に治りにくいタイプだとわかり、実際軟膏を塗る治療

だけではなかなか治りませんでした。痒疹を液体窒素で

焼くという治療を何度も繰り返しましたが、痒疹はへこ

むものの焼いた跡が色濃く残り「一時はあんなにきれい

な肌に戻ったのに…。また昔のように苦しまなくてはな

らないのか」ととても落ち込みました。

　子どもと外遊びをすると汗をかいてかゆみに襲われ、

イライラしてしまったり、人目を気にして外出するのも

嫌になっていた頃、偶然本屋で友の会から出版された本

を見つけたのです。すぐ購入し、ページをめくると、そ

こにはまさにアトピーに苦しむ患者本人にしかわからな

い悩みや辛さがたくさん書かれていて「わかる、わかる」

と頷きながら一気に読みました。ずっと心の中にしまい

込み打ち明けることができなかった自分の気持ちをわ

かってもらえる人に出会えたようで、救われた思いでし

た。

　また、軟膏の塗り方や塗る量などもとても詳しく載っ

ていて、とくに FTU は初めて耳にする言葉で、驚きま

した。具体的な内容が参考になるとともに、10年以上

もいくつかの皮膚科に通っていたにもかかわらず一度も

きちんとした軟膏の塗り方を統一して教えていただけな

かったことは、大きな疑問で大変残念です。

　現在は、幸いにも痒疹によく効く軟膏にめぐり会い、

痒疹はずいぶん良くなってきました。色素沈着は数多く

残っていて、肌のきれいな人に会えば自分と比べて落ち

込むことはしょっちゅうですが、洋服で上手に隠して、

おしゃれすることを忘れないようにしています。疲れる

とすぐに悪化するため、無理しないこと、睡眠をしっか

りとることを心がけています。

　きっとこれから先も私のアトピーは良くなったり悪く

なったりを繰り返していくでしょう。でも脱ステロイド

治療で体験した地獄のような日々を思えば、今こうして

普通に日常生活を送れることは何よりありがたいと思え

ます。今の私にできることを大切に、そしてやりたいこ

とも諦めず。一度しかない自分の人生。これからも前を

向いて進んでいきたいと思っています。
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生後 6 ヵ月から病院通い

　初めて皮膚科を受診したのが生後半年と母子手帳に記

載がありました。小学校に上がるまで小児ぜんそくと気

管支炎を患い、入学して間もなくアトピー発症、まさに

お手本のようなアレルギーマーチです。

　小中高と首から下と関節のところがひどく、とくに冬

は指先があかぎれになり、絆創膏を大量に消費していま

した。おばあさんのような手でした。小さいとき覚えて

いるのは通院と大量の薬を飲んだり塗ったり吸入したり

注射したりしたことです。チューブの薬は商品名のタグ

が切られ、飲み薬は数字の羅列だけ、当時はそれが当た

り前だったので疑問にも思わず、ひどくなったら病院に

行くということを20歳を過ぎるまで繰り返していまし

た。皮膚はどんどん赤黒くなり、かゆみも増していきま

した。半袖や白い服は着られませんでした。

病院への不信感

　両親も不憫に思ったのか、大学病院や総合病院など、

皮膚科の有名なところを探しては連れていってくれまし

た。初診で診察室に入り患部を見せるとき、パンツ一丁

になってといわれることも多々ありました。10代のう

ら若き乙女だった私には結構きつく、せめてタオルとか

ないのかとうっすら思っていました。女医さんも少な

かったのを記憶しています。

　試した治療は食事療法、減感作療法、強酸性水治療、

イソジン治療、温泉療法、化粧水やビタミン剤などきり

がありません。ジプシーといえるほどいろいろな病院に

行きました。どこに行っても大量のチューブの薬を出さ

れ、「アトピー性皮膚炎だね、大人になったら治るよ」

といわれ続けました。18歳になったとき、来年や2年後

にきれいになるわけがないと、成人しても治らない事実

に気がついたのです。

　皮膚科は病気を治してくれるところではない、とだん

だん思い始めました。生まれて20年もたっているのに、

医学は進歩しているのに、アトピーって治らないの？�

今更ですが、アトピーがこういう病気だと説明を受けた

ことがありませんでした。「先生、治りますか？」と質

問して「治ります」と答えてくれた医者は一人もいませ

んでした。完治を目指したいのに、病院へ行っても、変

えても、塗っても良くならない。薬や病院への不満が募っ

て、薬は何を出されているのかが気になりました。ステ

ロイドって何に効くのかふと疑問に思いました。

　ある日、本屋で手に取った『医者からもらった薬がわ

かる本』。辞書なみに分厚い本です。飲み薬の数字とメー

カーで何の薬かわかる、チューブの薬もごていねいにカ

ラー写真付きで。「効能　皮膚の炎症を抑えます」うん

わかるよ、ずっと使ってきているんだから。「アトピー

性皮膚炎、慢性皮膚疾患等の治療に使います」「副作用」

ここから驚きの連続で、副作用って何よ！�効能の5倍

くらいの行数で書いてある。じゃ何、私の肌が象みたい

で赤黒いのは副作用なのかと勝手に勘違いしたわけで

す。この調べるという行為、中毒性が高く、この頃夢中

で本を読みあさっていました。良かったことは、自分で

使っていた薬の商品名がわかったことです。タグがなく

て今までわからなかった飲み薬はセレスタミンだったか

レスタミンだったか忘れましたが、あとザジテン。塗り

薬はダイアコート、デルモベート、リンデロンだったと

思います。顔に塗っていたのが最強のストロンゲストと

いう部類で、今ではあり得ない薬を処方されていました。

　当時、成人式までは使っていて意外と顔だけは症状が

落ち着いていましたが、首から下はひどかったです。一

人で生活をしていた私は働かなければ生活できなかった

し、症状がひどくなると化粧でごまかす、また悪化する

のスパイラルで、3日ほど薬を塗るとまたすぐひどくな

るのを副作用だと思っていて、少しの量を塗り、仕事は

やめられないので何とか耐えていました。

脱ステロイド開始、地獄の始まり

　薬を使いきってひどくなったらもらいに行くのを繰り

返し、だんだんスパンが短くなっていきました。ある日

病院で「これ以上強い薬はないから」といわれてしまい

あおぞら第550号（平成29年9月1日）より

アトピー性皮膚炎であること

K ・ K

▼アトピー性皮膚炎体験談
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ました。もうこの頃には、病院には一切期待をしていな

かったので、ああもう私の皮膚はどうにもならないんだ

な、自分で何とかしないといけない、と思い薬をやめる

決心をしました。

　1 ヵ月休みを取らせてもらい、一切の薬をやめました。

最初は顔がつっぱってきて、口や目がきちんと開かなく

なり、乾燥がひどくなっていき、あくびをすると口角や

頬が切れる。辛くてまさに地獄でした。みるみる見られ

ない肌になっていき、とくに顔がひどく、目もまともに

開かない状態に、指の第1関節まで入ってしまうんじゃ

ないかと思った恐怖、皮膚が取れると思いました。それ

でもかゆくてかゆくて、ぐちゃぐちゃになるまでかき壊

した後、血だらけになり自己嫌悪に陥る日々。生まれて

初めて人間をやめたいと思いました。

カポジー水痘様発疹症

　微熱が続いてだるいし、1 ヵ月の休みはとうに過ぎて

いて全く症状が好転しない私に追い打ちをかけるよう

に、顔に水泡ができました。ピリピリして痛く、2日ほ

うっておきましたが、目のまわりから首に広がってきて、

さらに痛い。首のリンパ腺はびっくりするほど腫れて、

何とか自分で歩いて行ける皮膚科へ行きました。

　その初めて行った皮膚科で「これはとびひが悪化した

かな」といってステロイドをたっぷり塗られました。初

めてかかる病院はリスクが高いことを痛感しました。不

安になりながら帰宅した次の日、左目が完全に開かなく

なってしまったのです。慌てて鏡を見るとお岩さんのよ

うな私が映っていました。水ぶくれは赤い湿疹になりど

んどん広がっていく、首にも水ぶくれがある。さすがに

まずいと思い、実家の近くの総合病院に行き、診察して

もらいました。「これはカポジーだね」。アトピーの人が

ヘルペスウイルスにかかるとまれに重篤化しカポジーに

なるといわれています。私はヘルペスをすっ飛ばしてカ

ポジー水痘様発疹症にかかったのです。1日5回服用の

ゾビラックスという薬をもらって2週間くらいで回復し

ました。初めて皮膚科で納得の治療です。そしてアトピー

治療の目的で仕事をやめて実家へ帰ることにしました。

母に言った言葉

　この頃姉が製薬会社に勤めていて、東大病院の物療内

科へかかることができました。漢方を試したかったから

です。半年ほど通い、またひどく悪化してしまって「皮

膚科で診てもらおうか」といわれ、診てもらいました。

皮膚科の先生は「すぐ入院したほうがいいね」。翌日、

飯田橋の東京逓信病院に行くようにいわれました。

　このとき私の顔はかさぶたや落屑がひどく、口は2 ～

3cm 程度しか動きませんでした。あくびもできず、食

事も小さくして食べていました。かゆいのと痛さで眠れ

ないので精神的にも病んできます。会話も攻撃的になり

「ひどくなったのはあなたに薬の知識がないせいよ！」

この頃母に辛く当たって出た言葉です。今でも後悔して

います。アトピーの治療のお金はすべて母が出してくれ

ていたのに。

先生との出会い

　入院することになり、ある先生に出会いました。ステ

ロイド薬を使いたがらない私に先生は「僕は医者だから

薬を使わないとはいえない、君の肌の状態は感染症のリ

スクも高いし重症だ、せめて傷が塞がるまでステロイド

を使わせてくれないか」といってくださいました。私は

本当に驚きと嬉しさでいまだにこの言葉は絶対忘れませ

ん。今までどんな病院に行っても薬の量、塗り方、いつ

まで塗るのか教わったことがなかったのですから。

　入院中の治療は、シャワーを浴びて薬を塗るのが1日

2回。薬は袋にすべて記載され、どこに塗るのか細かく

書いてあります。順番に処置室に呼ばれ背中は薬をたっ

ぷり＆べったり塗ってもらい、私はお面包帯という姿。

顔型のガーゼにグリパス C という薬を塗ってあるので

す。今なら OGZ なのですが、取れないように包帯でぐ

るぐる巻きにして、消灯後の病棟では会いたくないレベ

ルだと思われますが、血だらけだった私の顔は徐々に皮

膚も柔らかくなって回復していきました。

　シャワーを浴びてから薬をたっぷり塗るだけの非常に

シンプルなことですが、状態が落ち着くと自然とかゆく

ないからかかない。かかなきゃ良くなると妙に納得した

のを覚えています。

　今、3年ほど治験中で、今の肌は絶好調です。「アトピー

は良くなったり悪くなったりを繰り返してだんだん良く

なる病気」だと主治医の先生はいいます。昔の私がいち

ばん欲しかった言葉なのではないかと思います。アト

ピーと上手に付き合うには、性格の合う先生を探すこと

と、薬を上手に使うことだと私は思います。
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1969
（昭和44年）

2月　アレルギー性疾患互助会、同愛記念病院ア

レルギー病棟でぜんそく患者8名が発起人とな

り、財団法人アレルギー協会の支援を受けて発足。

顧問は同病院アレルギー科診療室の北原静夫先生、

渡辺勝之延先生、小児科の満川元行先生、馬場実

先生など。

4月8日　『あおぞら』創刊。

4月26日　互助会第1回総会及び講演会開催。

初代会長細川進氏

9月20日　第2回総会・講演会開催。同愛記念

病院講堂にて。

渡辺先生、北原静夫先生の後任として同愛記念病

院アレルギー科医長に就任。

12月4日　NHK テレビに川村・沼田幹事出演。

1970
（昭和45年）

2月 14日　アレルギー性疾患互助会をアレル

ギー友の会と改名。

4月 18日　創立 1 周年アレルギー友の会総会・

講演会開催。

アレルギー協会と共同でアレルギーカードを発

行。

5・6・9月　NHK テレビ会員出演。

1971
（昭和46年）

東京12チャンネルの番組「ぜんそくと健康」が

週1回、半年間放送され、アレルギー友の会も出

演協力を行う。

1972
（昭和47年）

この時期、会活動が停滞するが、渡辺先生の声か

けで活動を再開。運営委員、編集委員を設け、『あ

おぞら』を7月31日発行（11号）から月刊化、

活動の組織化が進む。

5月1日　ぜんそく患者の社会復帰をめざす我が

国初のリハビリテーション・センターが、友の会、

渡辺先生により、静岡県浜岡町の東海病院の協力

を得て同病院内に開設される。

1973
（昭和48年）

この頃より法人化実現をめざす。

友の会活動のバックアップ、若年層の親睦を目的

に、ヤング・クラブ発足。

10月10日　第1回秋の集い開催。

10月14日　朝日新聞「生きる仲間」記事掲載

され、全国から反響があり、会員増加をみる。

11月4日　朝日新聞「みんなの健康」にリハビ

リテーションセンターが紹介され、成果を上げた

記事を掲載。

1969
（昭和44年）

1970
（昭和45年）

1971
（昭和46年）

1972
（昭和47年）

1973
（昭和48年）

1969～2019
（昭和44年～平成31年）

日本アレルギー友の会 50年の歩み

50 y e a r s  H i s t o r y
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1974
（昭和49年）

5月19日　第4回総会を法人化設立総会として

開催。

10月20日　第2回秋の集い開催。

アレルギーカード発行本格化広く会員に呼びかけ

る。同愛記念病院・相模原病院で扱う。

1975
（昭和50年）

5月　リハビリセンターが浜岡の東海病院から清

瀬の清光会へ移転する。

6月1日　第5回総会・大会開催。

11月9日　第3回秋の集い開催。

1976
（昭和51年）

1月1日　『あおぞら』50号記念号を発行、作家

吉行淳之介が特別寄稿「ふしぎな病気」、特別記

念座談会を掲載。

5月16日　第6回総会・大会開催。

11月7日　第4回秋の集い。活動をより盛り上

げるために、会場をこれまでの同愛記念病院講堂

から新宿区の東医健保会館に移して開催。

12月1日　『あおぞら』に専門病院紹介記事掲

載が始まる。

1977
（昭和52年）

5月15日　第7回総会・講演会開催。試みとし

て午前・午後と長時間の開催にもかかわらず来場

者200名。

10月16日　第5回秋の集い開催。

1978
（昭和53年）

4月19日　編集部座談会開催。渡辺先生や読者

代表の方々と意見交流。

5月21日　第8回総会・大会。初めて都心の大

ホール、新橋ヤクルト・ホールにて開催。6時間

の講演、来場者200名。

1979
（昭和54年）

5月19日　第9回総会開催とアンケート調査「仲

間との心の触れ合い」を望む声があり第1回懇親

会・渡辺先生を囲んで開催する。

6月1日　友の会事務所を墨田区亀沢町に開設。

7月より　事務所にて毎週火・金曜日と第3日曜

日の11時から16時電話相談開設。

9月6日　読売新聞に友の会活動と渡辺先生の談

話が掲載され反響を呼ぶ。

9月9日　アレルギー友の会創立10周年記念大

会を開催。各新聞社の記事掲載等により、東医健

保会館2階大ホールは定員300名の座席が満員と

なる大盛況。初めて皮膚科領域の谷奥喜平先生を

講師として迎える。

11月　リハビリテーションセンターの清光会新

病棟が完成。

1980
（昭和55年）

3月25日　『あおぞら』100号特集号を、「ぼく

とゼンソク」画家谷内六郎の特別寄稿・「読者が

推薦する我が町のお医者さん」・渡辺先生監修の

「くすりの知識　総集編」等、36ページ増刊号で

発行。

5月31日　第10回総会・第2回懇親会開催。

6月6日　『あおぞら』104月号（7月号）から第

三種郵便物認可を得て発行。

1974
（昭和49年）

1975
（昭和50年）

1976
（昭和51年）

1977
（昭和52年）

1978
（昭和53年）

1979
（昭和54年）

1980
（昭和55年）
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8月9日　朝日新聞「くらしの科学」欄にアレル

ギー友の会の紹介記事が掲載される。この反響に

より、友の会事務所に相談の電話が殺到。

9月7日　第10回大会開催。パネルディスカッ

ション形式の質疑応答を初めて実施。ロビーで相

談係を設置「専門病院を教えてほしい！専門医を

もっと身近に！」

1981
（昭和56年）

2月8日　アレルギー性疾患合同講演会（鼻アレ

ルギー友の会との共催）を大阪で初めて開催。

5月16日　第11回総会・第3回懇親会開催。

9月6日　第11回大会開催。質疑応答が40分で

は足りなく、この頃より友の会特徴的な長時間の

Q&A が検討される。

10月31日　「ぜんそく患者の社会復帰」をテー

マにした座談会を『あおぞら』編集部主催にて開

催。

1982
（昭和57年）

5月29日　第12回総会・第4回懇親会開催。法

人化へ向けての方針が改めて打ち出された。

9月5日　第12回大会開催。

9月25日　『あおぞら』130号からアレルギー専

門病院めぐりの掲載開始、初回同愛記念病院アレ

ルギー科。

1983
（昭和58年）

5月21日　第13回総会開催と医療カンファレン

ス開催。友の会創立時より14年間会長を務めた

細川氏が退任して名誉会長となり、副会長の奥山

氏が会長に就任。

9月4日　第14回「喘息と鼻炎患者のための講

演会」開催（アレルギー友の会主催・鼻アレルギー

友の会協賛）。

1984
（昭和59年）

2月18日　アレルギー患者の体験座談会開催。

渡辺先生と患者8名が参加。

5月12日　15周年記念総会及び医療カンファレ

ンス開催。

5月25日　『あおぞら』150号記念号発行。「あ

おぞら・発祥地同愛記念病院旧アレルギー病棟を

訪ねて」等14ページの増刊号。

9月2日　創立15周年記念秋の大講演会開催。

新聞各紙にも掲載され、全国より反響を呼ぶ。超

満員の305名参加。奥山会長より自前のリハビリ

施設・法人化の話があり、リハビリは延べ約14

万人を収容したことになる。（東海病院・生光会・

聖和医院）

12月1日　創立15周年及び出版記念パーティを

開催。『あおぞら』の集成本として創立15周年記

念「ヒューヒュー・ぜーぜー・アレルギー」を渡

辺先生監修のもと8月出版。

1985
（昭和60年）

1月1日　『あおぞら』発行日をこれまで25日か

ら1日に変更する。

4月1日　渡辺先生が同愛記念病院を退職、あそ

か病院顧問になり同時にアレルギー診療も開始。

（その後62年4月院長となる）

5月12日　第15回総会・医療相談会開催。

9月1日　成人・小児ぜんそく患者のための秋の

大講演会開催。

11月16日　第1回親睦会を日本橋のレストラ

ンにて開催。「心身のいやし」明日への活力となる。

1981
（昭和56年）

1982
（昭和57年）

1983
（昭和58年）

1984
（昭和59年）

1985
（昭和60年）
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1986
（昭和61年）

3月21日　友の会事務所が手狭となり、江東区

住吉に移転。

5月17日　第16回総会・医療相談会を開催。

6月20日　「ぜんそくはこうして治すーぜんそ

く薬効能早わかり一覧表付―」渡辺先生監修・ア

レルギー友の会編著。ぜんそく患者必携の書とし

てあおぞら170号の集大成として発行される。

9月14日　ぜんそく患者のための秋の大講演会

開催。300名収容の会場が満席となる大盛況。

10月1日　『あおぞら』10月号「増加するアト

ピー性皮膚炎」「食物アレルギーの子を持つ親の

会」、当会に相談・問い合わせが殺到する記事掲載。

アトピー性皮膚炎の深刻化が始まる。

11月 22日　第 2 回忘年親睦会開催。

1987
（昭和62年）

5月16日　第17回総会及び医療相談会開催。奥

山会長の挨拶「公害健康被害補償法」指定解除を、

審議を尽し廃案に持ち込んでほしい。

7月5日　朝日新聞日曜版・みんなの健康欄に友

の会が紹介され、問い合せ・相談が殺到。

9月13日　ぜんそく患者のための秋の大講演会

開催。

12月5日　第3回忘年親睦会を亀戸平安閣にて

開催。

1988
（昭和63年）

5月14日　第18回総会及び医療相談会開催。ぜ

んそく・アトピー性皮膚炎について熱心な質疑応

答が繰り広げられた。

7月1日　『あおぞら』200号特別記念号を発行。

顧問の先生方より「これからの医療」「医師から

見たアレルギー患者像」「友の会とともに歩んで」

と題して多数ご寄稿、体験特集も含め43ページ

の増刊号。

9月11日　ぜんそく患者のための秋の大講演会

開催。台湾からも来場者あり300名参加。

11月26日　第4回忘年親睦会を江東区の江東

公会堂にて開催。

1989
（平成元年）

5月13日　創立20周年記念総会及び講演会開

催。会場いっぱいの参加者を迎えて盛会。

6月1日　『あおぞら』新企画「読者が推薦する『我

が町のお医者さん』」の募集を開始。

7月2日　「我が町のお医者さん」読売新聞健康

欄に紹介あり、その後中日・東京新聞でも掲載、

全国から反響ある。

9月10日　創立20周年記念秋の大会開催。

12月2日　第5回忘年親睦会を亀戸平安閣にて

開催。

1990
（平成2年）

3月21日　創立時より友の会の活動に尽力した

細川進前会長が死去。

5月12日　第20回総会と講演及び医療相談会開

催。

9月9日　秋の大講演会開催。アトピー性皮膚炎

児を抱える若いお母さんが目立ち300名参加。

12月1日　第6回忘年親睦会を亀戸平安閣にて

開催。

12月1日　229号『あおぞら』ステロイド特集

号発行、その後、大阪読売と朝日新聞掲載、全国

から問い合わせ殺到。

1986
（昭和61年）

1987
（昭和62年）

1989
（平成元年）

1990
（平成2年）

1988
（昭和63年）
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1991
（平成3年）

5月11日　第21回総会と医療相談会開催。

6月12日　東京新聞、中日新聞の健康誌面ネッ

トワーク欄に『あおぞら』200号の写真入りで友

の会の活動が紹介され、ぜんそくに苦しむ方から

の相談が相次ぐ。

9月8日　平成3年度秋の講演会開催。

11月30日　第7回忘年親睦会を亀戸平安閣に

て開催。

1992
（平成4年）

5月16日　第22回総会と医療相談会開催。

9月1日　『あおぞら』250号体験特集号を32ペー

ジの増刊号発行。患者が最も興味ある記事が体験

談であることから、切実な思いで日々を送ってい

る姿を特集。

9月6日　「秋の講演会―心身医学的な治療法―」

開催。

1993
（平成5年）

3月7日　事務所を江東区住吉2丁目に現住所に

移転。

5月15日　第23回総会と医療相談会開催。

5月29日　奥山欣爾会長死去。初代・故細川会

長の後を継いで10年間会長を務め、当会の発展

に尽力。

7月2日　副会長の速水澄江氏を会長に推薦。本

人の了承を得る。

9月5日　秋の講演会開催。300名の会場は満席

となり盛況。

9月7日　中華民国の気喘之友協会から21名が

来訪し、交流会を開催。

11月20日　第1回アトピー性皮膚炎患者の交

流会を開催。同じなやみ話は尽きず。

1994
（平成6年）

1月16日　第1回ぜんそく患者交流会を開催。

活発な情報交換と体験発表の場。

4月17日　第2回アトピー性皮膚炎患者交流会

を開催。自分だけつらい思いをしているのではな

いことを実感。

5月8日　創立25周年記念大会を三井生命錦糸

町ホールにて開催。第一部では第24回総会と歩

みと経過発表・功労者顕彰式、第二部では女優吉

行和子氏の特別公演・患者体験発表・渡辺先生の

記念講演を行う。

5月29日　会員同士の交流を深める活動の一環

として鎌倉への日帰りバス旅行を実施。

10月16日　創立25周年記念秋の大会開催。講

演会と患者交流会記念大会にふさわしく300名を

超える来場者。

10月30日　第3回アトピー性皮膚炎患者交流

会開催。

10月31日　創立25周年記念『あおぞら』集成

本として『患者が語るアトピー性皮膚炎・ぜんそ

く治療体験集』『専門医に聞くアトピー・ぜんそ

く最新治療法』が渡辺勝之延先生監修・アレルギー

友の会編で2冊発行。

【療養相談件数：年間721件】

1995
（平成7年）

1月12日　千葉県松戸市保健婦業務連絡会にて

当会の活動紹介を行う。

2月20日　アレルギーを起こす IgE 抗体を石坂

公成・照子夫妻が発表した1966年2月20日を記

念して、財団法人日本アレルギー協会が「アレル

ギー週間」を創設。

2月17～ 23日　第1回「アレルギー週間」に

電話相談会・36時間連続電話相談・専門医によ

1991
（平成3年）

1992
（平成4年）

1993
（平成5年）

1994
（平成6年）

1995
（平成7年）
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る個別療養相談会・患者交流会を開催。

4月16日　国際交流・台湾台北市を中心に活動

する中華民国気喘之友協会大会に招かれ参加。

5月28日　春の講演会と患者交流会、総会開催。

7月26日　第1回アトピー性皮膚炎の座談会を

開催。顧問の吉池高志先生を囲んで「ステロイド

は怖い？」などを本音で語り合う。

9月9・10日　第3回喘息デーにボランティア

として参加する。

10月15日　秋の講演会と患者交流会を開催。

会員・一般ボランティア60名を含め300名参加。

個別療養相談にも希望者殺到。

11月26日　渡辺勝之延先生が日本で初となる

アストラ名誉賞を受賞。亀戸平安閣にて受賞記念

祝賀会を盛大に挙行。

12月14日　「花粉症等アレルギー症対策議連会

議」に患者代表として参加

【療養相談件数：年間約1,100件】

2月17～23日　第2回アレルギー週間に相談週

間と実践ぜんそく講座・実践アトピー講座を開催。

5月　「アレルギー友の会」を「日本アレルギー

友の会」と改名。

5月26日　「アレルギーシンポジウム96」を科

学技術館サイエンスホールにて開催。

5月29日　常任顧問の渡辺勝之延先生が死去。

9月　東京大学医学部物療内科教授・伊藤幸治先

生が常任顧問に就任。

9月17日　速水澄江会長が死去。

10月　副会長の上野光子氏が会長に就任。

10月27日　「96秋のアレルギー講演会」開催。

11月1日　『あおぞら』300号記念号発行。

12月14日　第47回呼吸器心身症研究会にて患

者の立場から講演。

【療養相談件数：年間約1,200件】

2月17～ 23日　第3回アレルギー週間に相談週

間と実践ぜんそく講座・実践アトピー講座を開催。

5月3日　第9回日本アレルギー学会春季臨床大

会市民公開講座にて「患者から見た薬の副作用」

について上野会長が講演。

5月25日　「97アレルギー講演会」を科学技術

館サイエンスホールにて開催。

6月2日　取材協力を行った「NHK クローズアッ

プ現代『ぜんそく死はなぜ起きたか』薬物療法の

落し穴」が放映され、問合せ、相談が殺到。

9月6、7日　第5回喘息デーに参加し、喘息作

文コンクールの選考を行った。

10月6日　週刊朝日増刊号「先進医療」にて当

会のアトピー性皮膚炎の体験談掲載。

11月9日　「97秋の講演会と患者交流会」開催。

【療養相談件数：年間約1,300件】

2月 1日　会員アンケート「信頼できるお医者

さんを教えてください」実施。

2月17日～ 23日　第4回アレルギー週間にて

電話相談週間、実践ぜんそく講座「ぜんそく患者

だからこそわかる発作の予防対策」実践アトピー

講座「患者だからこそわかるアトピー対策と上手

な付き合い方」開催。

5月24日　「98アレルギー講演会」を開催。

9月5、6日　第6回喘息デーに協賛。

9月6日　朝日新聞日曜日みんなの健康欄「ぜん

そく治療は今」に取材協力をし、全国から200件

近くの相談があった。

11月8日　「98秋のアレルギー講演会」を開催。

【療養相談件数：年間約1,300件】

1996
（平成8年）

1997
（平成9年）

1998
（平成10年）
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2月27・28日　第5回実践ぜんそく講座・実践

アトピー講座「患者が語るセルフコントロール法」

開催。

5月30日　「創立30周年記念特別講演会」を科

学技術館サイエンスホールにて開催。

9月4、5日　第7回喘息デーに参加。

9月12日　郡山ぜんそく教室にて体験発表を行

う。

11月7日　「99ぜんそくとアトピー性皮膚炎患

者のための講演会と Q&A」を開催。

【療養相談件数：年間約1,300件】

2月 26日　実践ぜんそく講座「新薬を上手に使

いこなすには」開催。

2月27日　実践アトピー講座「薬と上手に付き

合おう」開催。

5月21日　「2000年講演会と Q&A 先生を囲ん

でアレルギーを学ぼう」開催。

6月12日　週刊 AERA「小児ぜんそく根性では

治らない」に取材協力し、正しい薬物療法の方法

について述べた。

7月19日　当会の公式ホームページ開設。

9月30日　東京吸入療法研究会にて患者代表と

して講演。

10月29日　「先生を囲んでの講演会と Q&A」

開催。

【療養相談件数：年間約1,300件】

2001
（平成13年）

2月 11日　朝日新聞日曜版みんなの健康「とも

に歩む」欄に「気管支ぜんそく―普及進まぬ吸入

ステロイド―」に当会活動が紹介され、180 件の

相談があった。

2月17日　「実地医家のために喘息フォーラム」

にて「患者の立場から望むこと」を講演。

2月24日　実践ぜんそく講座「患者が語る日常

のぜんそくコントロール」開催。

2月25日　実践アトピー講座「正しいアトピー

との付き合い方」開催。

3月28日　産経新聞「吸入ステロイドの普及を

めざす―ぜんそく死亡率高い日本―」に当会の活

動が紹介され全国から相談が寄せられた。

5月12日　GINA 世界喘息デー 2001が日本にて

開催。

5月20日　講演会と Q&A「学ぼう語ろうアレ

ルギー」開催。

10月4日　神奈川県教育センター主催保健師・

看護師対象の講座にて患者体験発表を行った。

10月14日　講演会と Q&A「ともに学びとも

語るアレルギー」開催。

【療養相談件数：年間約1,300件】

2月8日　　厚生労働省「小児慢性疾患治療研究

事業の在り方と実施に関する検討会」のヒアリン

グに協力。

2月21日　NPO の申請書類を東京都に提出。

2月23日　講演「ぜんそく治療薬の新しい吸入

器について」実践講座「ピークフローメーターの

使い方」開催。

2月24日　講演「プロトピック軟膏について」

実践講座「アトピー性皮膚炎ウソ・ホント」開催。

5月30日　「特定非営利活動法人」として東京

都より認可を受ける。

6月2日　先生を囲んでの講演会とQ&A「アトピー

性皮膚炎と小児・成人ぜんそくについて」を開催。

8月　当会のマークと英文名決定。

Japan�Allergy�Volunteer�Association�（略称　JAVA）

10月1日　読売新聞医療情報面「吸入ステロイ

ド」に当会紹介。

1999
（平成11年）

2000
（平成12年）

2001
（平成13年）

2002
（平成14年）
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10月27日　2002秋講演会「ぜんそく・アトピー

性皮膚炎　先生とじっくり話せる Q&A」を開催。

【療養相談件数：年間約1,200件】

2003
（平成15年）

3月1日　患者だからこそわかる療養実践講座ぜ

んそく部門開催。

3月2日　患者だからこそわかる療養実践講座ア

トピー部門開催。

5月25日　2003春　講演会とQ&A「見て聞いて

話そうアレルギー」を開催し、総会も併設して開催。

7月15日　医師賛助会員を募集し、175名の先

生が入会。

9月20日　東京吸入療法研究会にて患者代表と

して意見発表を行った。

10月19日　体験発表と専門医のアドバイス「困

難な道を乗り越えて」を開催。

12月21日　事務所のインターネット、E メー

ルの環境が整う。

【療養相談件数：年間約1,200件】

2004
（平成16年）

1月18日　神奈川県薬剤師会主催研修会にて患

者代表として吸入療法について提言を行う。

2月28日　実践ぜんそく講座「ぜんそく患者と

してこれだけは知っておいてほしいこと」。

2月29日　実践アトピー講座「アトピー性皮膚

炎と向き合う心・体験発表」。

3月26日　島根県松江市医師会主催の学術講演

会にて患者の立場からぜんそく治療について提言

を行う。

5月23日　創立35周年記念講演会「ぜんそく・

アトピー性皮膚炎講演会とパネルディスカッショ

ン」を開催。

7月　事務所の業務が火曜日・金曜日・第三日曜

日から火曜日と土曜日に変更となった。

11月14日　講演会「みんなで話そう ! なんで

も聞こう !」開催。

12月7日　医療雑誌『ホスピタウン』（日本医

療企画発行）の取材を受ける。

12月13日　東京都アレルギー事業推進研修で

「患者として望むこと―患者・家族の相談からわ

かること」を保健師・保育士等へ講演。

【療養相談件数：年間約1,000件】

2005
（平成17年）

2月26日　実践ぜんそく講座「ぜんそくの最新

治療を学ぶ」開催。

2月27日　実践アトピー講座「患者だからこそ

わかるアトピー対策」開催。

2月26日　医師向け雑誌『Be�With』にて、小

児アトピー性皮膚炎について患者の立場から意見

を述べた。

3月　月刊誌「ナース専科」に当会の活動紹介。

6月12日　講演会と先生を囲んで Q&A「正し

い情報が知りたいあなたに贈る」を開催し、総会

も併設して開催。

8月28日　サンケイリビング社主催市民公開講

座「みんなで考えましょうアトピー性皮膚炎との

お付き合い」にて患者代表として医師とのパネル

ディスカッションに参加。

9月3日　JASCOM（日本喘息・COPD フォー

ラム）プロジェクト「医師・患者・製薬会社など

の関係者が協力してぜんそく死を減らす」に患者

代表として参加。

10月27日　JASCOM 主催メディア向け講演会

に患者の立場からの講演を行う。

10月31日　アステラス製薬主催メディア向け

セミナーにて患者の立場からの意見を発表。

11月6日　講演会・呼吸筋ストレッチ・Q&A「冬

を乗り切る処方箋」を開催。

【療養相談件数：年間約1,000件】

2003
（平成15年）

2004
（平成16年）

2005
（平成17年）
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2006
（平成18年）

2月12日　アレルギー週間にちなみ「専門家と

熟練患者が答える大相談会　快適な生活は自己管

理から」をエパレクと合同主催。

2月20日　厚生労働省「ぜんそく死ゼロ作戦」

計画に対し、東京新聞の取材を受け「患者の自己

管理の重要性」についてのコメントが掲載される。

6月3日　第105回日本皮膚科学会総会イブニン

グセミナー「医師の施す EBM に患者さんは満足

しているのか ?　医者の言い分・患者の本音」の

パネルディスカッションに患者の立場から意見を

発表。

6月11日　講演会・体験発表・Q&A「自己管理

への道」を開催し、総会も併設して開催。

6月18日　第18回日本アレルギー学会春季大会

の「患者（治療者）の目線から見たアレルギー治

療」にて患者団体として参加し「友の会相談記録

の分析から」を講演。

9月9日　J-PALS（患者支援団体サミット）に

参加。

10月7日　東京吸入療法研究会にて医師やコ・

メディカル対象に患者の立場から講演。

10月22日　講演会と Q&A「治療の最前線と

自己管理を学ぶ」を開催。

12月9日　「アトピー性皮膚炎ガイドラインの普及

状況について患者側からの意見」について共同通

信社の取材対応を行う。後日全国の地方紙に掲載。

【療養相談件数：年間約1,000件】

2007
（平成19年）

2月17日　第70回日本皮膚科学会東京支部学術

大会「患者の視点から考える医療」にて患者の立

場から講演。

2月24日　実践講座テーマ「薬について学び、

普及へ」実践ぜんそく講座「吸入ステロイド全般

について」開催。

2月25日　実践アトピー講座「タクロリムス軟

膏（プロトピック軟膏）について」開催。

4月7日　第2回成人喘息患者団体分科会に参加

し、ぜんそく患者団体との連携を深め、社会への

啓蒙や情報を発信するための方法を検討。

5月26日　第24回日本小児難治性喘息・アレル

ギー疾患学会「気管支喘息を取り巻く環境―その

問題点と対策」にて患者の立場から講演。

6月3日　講演会と Q&A「症状に合った適切な

治療を聴く」を開催し、総会も併設して開催。

6月11日　第19回日本アレルギー学会春季臨床

大会にて「療養相談から見えてくる患者団体だか

らこそできること」について講演。

7月7日　J-PALS（患者支援団体サミット）に

て患者中心の医療実現のため討議を行う。

8月28日　「患者中心の医療を考える国際シン

ポジウム2007　―患者の声を医療に反映させる

―」の企画説明会に参加し患者団体を支援する仕

組みを話し合う。

11月11日　講演会と Q&A「ひとりで悩まな

いで」と臨時総代会を開催。上野光子氏が理事長

を退任し、名誉理事長に就任。堀内繁氏が理事長

に就任。

12月15日　製薬協が主催した経団連ホールで

の「患者中心の医療を考えるシンポジウム」開催

に世話人の一員として参画。

【療養相談件数：年間約700件】

2008
（平成20年）

3月1日　実践ぜんそく講座「みんなで医療の受

け方を考える」開催。

3月2日　実践アトピー講座「上手なスキンケア

法」開催。

4月19日　「患者の声を医療政策に反映させる

あり方検討会フォーラム」に参加。

6月1日　講演会と Q&A を開催し、総会も併設

して開催。

伊藤幸治先生、常任顧問を退任し、関東中央病院

呼吸器アレルギー内科部長　坂本芳雄先生が常任

2006
（平成18年）

2007
（平成19年）

2008
（平成20年）



日本アレルギー友の会 50周年記念誌　106

日本アレルギー友の会 50年の歩み

顧問に就任。

6月2日　雑誌『週刊現代』の企画で、作家渡辺

淳一氏を囲んでアトピー性皮膚炎患者との座談会

が行われ、標準治療の大切さを提言。誌面掲載と

ともに、後日講談社の単行本『対談ここまで来た

最新治療』として発行され、全国から反響。

6月29日　第32回日本小児皮膚科学会学術大会

市民公開講座「アトピー性皮膚炎に悩まないため

に―標準治療の普及を目指して―」にて患者の立

場から講演。

7月8日　「患者の声を医療政策に反映させるあ

り方協議会」が正式に設立され、当会が副代表世

話人として参画。

7月22日　皮膚科医向け冊子『皮膚アレルギー

の旅』アトピー性皮膚炎座談会に参加。アトピー

性皮膚炎患者の実状と問題点、皮膚科医への要望

などを提言した。

8月1日　東京都大気汚染医療費助成制度開始。

10月1日　「喘息患者全国実態調査2008」に参

加し、会員に調査を行った。

11月9日　講演会と Q&A を開催。

【療養相談件数：年間約300件】

2009
（平成21年）

2月21日　実践ぜんそく講座「ぜんそくをもっ

と良くするために」開催。

2月22日　実践アトピー講座「アトピー性皮膚

炎と上手に付き合うために」開催。

2月26日　「喘息患者の生活・環境・意識調査

2008」日本で初めて喘息患者が主体となった実態

調査結果を発表。

5月23日「患者の声を医療政策に反映させるあ

り方協議会」勉強会参加。

5月24日　40周年記念式典・顕彰者表彰・創立

40周年記念講演「きっと良くなるぜんそく・ア

トピー最前線」を開催し、総会も併設して開催。

5月30日　日本大学薬学部にて「アトピー性皮

膚炎患者からのメッセージ薬剤師さんに期待する

こと」を講演。

6月1日　東京逓信病院皮膚科部長　江藤隆史先

生が常任顧問に就任。

7月25日　J-PALS（患者団体リーダーサミット）

に参加。

9月29日　「ぜんそく患者の声を届ける会」とし

て厚生労働省を訪問し、新型インフルエンザワク

チンの優先接種、高齢者の無償化の要望を行った。

10月１日　メールマガジン『あおぞらクラブ』

を発行し、メールでの情報発信を開始。

11月15日　ぜんそく・アトピー性皮膚炎講演

会と Q&A「新薬を知ろう」を開催。

【療養相談件数：年間約300件】

2010
（平成22年）

1月18日　『患者だからわかる成人・小児ぜん

そく』『患者だからわかるアトピー性皮膚炎』2

冊を小学館より出版。

2月27日　実践ぜんそく講座「賢い患者になる

ために―上手な対処法と診察の受け方」。

2月28日　実践アトピー講座「アトピー性皮膚

炎対処法ウソ・ホント、上手な診察の受け方」。

5月9日　第22回日本アレルギー学会春季臨床

大会（京都府）で、「患者相談からわかるアトピー

性皮膚炎患者の現状とアレルギー専門医へのメッ

セージ」を講演した。

5月23日　平成22年度春季講演会「ステロイド

の正しい使い方を知ろう」を開催し、総会も併設

して開催。

6月9日　「ステロイド外用薬　怖いイメージは

誤解」というタイトルで毎日新聞の取材を受け、

『患者だからわかるアトピー性皮膚炎』本の情報

とともに同紙へ掲載された。

7月1日　NHK クローズアップ現代に「プロボ

ノ」について取材を受け、放映された。

9月8日　朝日新聞生活面「赤ちゃんのアトピー」

に赤ちゃんのアトピー性皮膚炎と付き合うコツに

ついて当会に取材があり記事が掲載された。

10月2日　NPO 法人サービスグラントの協力

により、当会ホームページをリニューアルした。

2009
（平成21年）

2010
（平成22年）
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10月31日　秋季講演会「ぜんそく・アトピー

性皮膚炎・賢い患者になるために」を開催。

11月9日～ 14日　朝日新聞生活面「患者を生

きる　大人のアトピー」に当会スタッフが取材を

受け連載された。全国や海外からも大きな反響が

あった。

11月25～ 27日　第60回日本アレルギー学会

秋季学術大会（東京国際フォーラム）の患者会ブー

スに出展・参加。

12月1日　『患者だからわかる成人・小児ぜん

そく』『患者だからわかるアトピー性皮膚炎』2

冊の中国語版が、台湾出版社から、中国本土を除

く東南アジア中国語圏、台湾・香港・マカオ・マ

レーシア・シンガポールなどで出版された。

12月10日　第40回日本皮膚アレルギー・接触

皮膚炎学会総会学術大会「アトピー性皮膚炎患者

からのメッセージ――良好なコミュニケーション

のために――」と題して患者の立場からの講演を

行った。

【療養相談件数：年間約400件】

2011
（平成23年）

1月17日　成人のアレルギー疾患に関する相談

実務研修（看護師・保健師・公的医療従事者対象）

（東京都福祉局主催）にて「アレルギー患者会の

紹介」として、当会の活動状況を発表した。

2月26日　実践ぜんそく講座「セルフコント

ロールをめざして―薬の効き方を知ろう―」開

催。

2月27日　実践アトピー講座「薬の効き方・使

い方を知ろう」開催。

5月15日　日本アレルギー学会春季臨床大会

（幕張メッセ）パネルディスカッション「アトピー

性皮膚炎の治療の問題点とは何か」にパネリスト

として出席し、患者の意見を発表した。

6月4日～9日　オランダにて開催の、世界の医

師と4 ヶ国の患者代表が集まった「HOME2」（ア

トピー性皮膚炎の薬評価基準を決める世界会議）

に日本の患者代表として参加した。

7月2日　NHK より「あさイチ」・「NHK スペシャ

ル」の番組制作にあたり、アトピー性皮膚炎患者

の現状について取材を受けた。出演する患者の紹

介も含め協力した。

7月25日　同日発刊　「新しい診断と治療の

ABC（2011）」最新医学者　編集　古江増隆　ア

トピー性皮膚炎　改定第2版に当会執筆の「患者

の声より一言」が掲載された。

8月26日　アステラス製薬㈱ DI センターにて、

顧客相談担当者向けに、療養相談の内容や方法に

ついて、講演した。

9月5日　読売系 CS 日テレ「医療ルネッサンス

TV」の「アトピー性皮膚炎」にて取材協力し、

当会会員が患者としての体験、当会事務所が患者

支援施設として紹介された。

【療養相談件数：年間343件】

2012
（平成24年）

2月10日　『匠に学ぶ皮膚科外用療法－古きを

生かす、最新を使う－』㈱全日本病院出版会発行

編集のうち「患者からみた外用療法－アトピー性

皮膚炎患者への外用指導）」を執筆した。

2月18日　公益財団法人日本アレルギー協会主

催中央講演会の運営に協力し、アトピー性皮膚炎

領域の相談室の運営と活動紹介を行った。　

2月25日　ぜんそく実践講座「正しい吸入ステ

ロイドの使用法」開催。

2月26日　アトピー実践講座「実践塗り方講座」

開催。

4月17日　グラクソ・スミスクライン㈱の社員

向けの講演会でアトピー性皮膚炎患者の悩みや製

薬会社へ期待することを講演した。

4月15日　患者の声を医療政策に反映させる協

議会勉強会「医療基本法の制定に向けて今こそ！」

に参画。

5月27日　講演会アトピー性皮膚炎・ぜんそく

「もっとよくなるための治療最前線」開催。

6月1日　　国税庁より、認定 NPO 法人に認定

を受けた。

2011
（平成23年）

2012
（平成24年）
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6月18日・19日　NHK「きょうの健康」に、

当会ボランティアスタッフ2名が取材され放映さ

れた。

7月1日　アトピー性皮膚炎ドットコム「ドク

ター対談コーナー」に江藤隆史先生とアトピー性

皮膚炎患者代表として対談。

7月5日　アボットジャパンより喘息患者の現状

についてインタビューを受けた。

7月7日　「第19回皮膚科 EBM フォーラム」（札

幌）で、患者の声を提言した。

8月3日　当会の Facebook ページを開設し、

SNS を使用しての活動状況報告や情報提供を開

始した。

9月2日　朝日新聞主催の市民公開講座「ぜんそ

く治療の達成へ向けて」－難治性喘息患者さんの

救済のために今なすべきこと－へ患者代表のパネ

リストとして参加した。

10月23日　サンデー毎日「秋からの発症に注

意！大人のぜんそく」に患者会の意見を取材され

掲載された。

11月18日　講演会と Q&A「身につけよう最

新治療とその実践」を開催。

12 月 1日　日本アレルギー秋季学術大会「ア

レルギー専門医制度討論会－真に望ましい専門

医を目指して」において、患者の立場から提言

した。

【療養相談件数：年間251件】

2013
（平成25年）

2月25日　実践ぜんそく講座「各種吸入ステロ

イド薬と正しい吸入法」開催。

2月26日　実践アトピー講座「スキンケアの実

際」開催。

5月26日　講演会と Q&A「最新治療を知って

良くなろう！」を開催。

7月1日　『あおぞら』500号記念号発行。

7月23日　「たけしの健康エンターテイメン

ト！みんなの家庭の医学―身体を守る4つの方法

SP アトピー性皮膚炎！」に出演した。

10月19日　マルホ㈱の社員教育用ビデオに出

演し、患者からの提言を行った。

11月17日　講演会と Q&A「的確な治療を受

けるために！」を開催。

11月20日　サノフィー㈱で患者サイドからの

社員向け講演会を行った。

11月29日　東京都知事本局へ東京大気汚染公

費助成制度継続願いを手渡した。

【療養相談件数：年間約236件】

2014
（平成26年）

2月15日　実践ぜんそく講座「自己管理の向上

を目指しして。ぜんそくとどう向き合うか」開催。

2月16日　実践アトピー講座「アトピー性皮膚

炎と向き合うために」開催。

2月24日　フランス・パリにて開催の「喘息患

者団体アドバイザーボード」に参加し、世界の喘

息患者団体代表と意見交換を行った。

4月10日　「アレルギー患者の声を届ける会」

に参画。（当会・環境汚染等から呼吸器病患者を

守る会・NPO 法人相模原アレルギーの会・日本

喘息患者会連絡会・近大ひまわり会、の患者会5

団体で構成）。

5月18日　講演会と Q&A「アレルギー対策と

治療―新たな発見」を開催。

8月	5日	 � �夏休み特別患者交流会（喘息部門）

開催。

8月	9日	 � �夏休み特別患者交流会（アトピー部

門）開催。

9月13日　患者の声協議会　第27回勉強会「医

療連携を患者視点から切る」において、当会がア

レルギー疾患患者の立場で講演。

9月22日　創立45周年記念事業として『医師と

患者、ふたつの視点で考えるアトピー性皮膚炎』

（太陽出版）を九州大学医学部皮膚科教授・当会

顧問の古江増隆先生との共著により発刊。

11月16日　創立45周年記念式典及び創立45周

年記念講演会と Q&A「有効な炎症指標を使い確

実な自己管理を」を開催。

2013
（平成25年）

2014
（平成26年）
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12月10日　『PROGRESS�IN�MEDECINE』（医

者向け月刊誌）2014年12月号「皮膚科領域の外

用治療を見直す」に「患者への指導－患者のモチ

ベーションを高める外用指導」を寄稿。

【療養相談件数：年間217件】

2015
（平成27年）

1月15日　「アレルギー患者の声を届ける会」

として厚生労働省権衡保健局疾病対策課へアレル

ギー疾患対策基本法施行に向けての厚生労働相宛

要望書を手交。

2月28日　実践ぜんそく講座「吸入器の使い方・

選び方」開催。

3月1日　実践アトピー講座「外用薬の特徴と使

い方」開催。

5月11日　東京都アレルギー疾患対策検討委員

会委員に就任。

5月17日　講演会と Q&A「専門医に学ぶ―自

分に合った治療法」を開催。

5月26～ 28日　第64回日本アレルギー学会学

術大会において、「アレルギー患者の声を届ける

会」（当会を含む患者4団体）として学会展示ブー

スに出展・参加。

8月	4日��夏休み特別患者交流会（ぜんそく部門）

開催。

8月15日　夏休み特別患者交流会（アトピー性

皮膚炎部門）開催。

9月4日　東京都庁を訪問し、認定非特定営利活

動法人として認定した旨の通知を受領。

10月15日　サノフィ㈱社内研修のための患者

インタビューを受け、患者の現状や製薬会社に期

待することなど患者の視点から提言。

11月8日　講演会と Q&A「進化するアレルギー

治療」を開催。

12月15日　平成27年度リウマチ・アレルギー

相談員養成研修会東京会場で講演。

【療養相談件数：年間約279件】

2016
（平成28年）

1月18日　平成27年度アレルギー相談員養成研

修大阪会場にて講演。

2月3日　厚生労働省会議室にて、第1回アレル

ギー疾患対策推進協議会へ出席。厚生労働大臣より

アレルギー疾患対策推進協議会委員に任命される。

2月12日　厚生労働省会議室にて第2回アレル

ギー疾患対策推進協議会へ出席。

2月16日　平成27年度リウマチ ･ アレルギー相

談員養成研修会仙台会場にて講演。

4月24日　日本経済新聞全国版「日曜に考える

医療」に活動紹介記事が4週連載。

5月29日　講演会と Q&A「的確な診断と治療

最前線」を開催。

6月17～ 19日　第65回日本アレルギー学会学

術大会において、「アレルギー患者の声を届ける

会」（当会を含む患者4団体）学会展示ブースに

出展・参加。

6月21日　厚労省第5回アレルギー疾患対策推

進協議会へ委員として出席。

7月22日　厚労省第6回アレルギー疾患対策推

進協議会へ委員として出席。

8月13日　アトピー性皮膚炎夏休み患者交流会

を開催。

8月23日　喘息夏休み患者交流会を開催。

9月14日　アレルギー疾患患者や家族への相談

や支援を行う「東京都成人のアレルギー疾患に関

する相談実務研修」にて講演。

9月15日　厚労省第7回アレルギー疾患対策推

進協議会へ出席。

9月28日　グラクソ・スミスクラインの社員研

修会「薬を届けることの価値を患者さんから学ぶ」

にて患者の立場からの講演を行う。

10月19日　日本経済新聞夕刊にアレルギー疾

患対策推進協議会にかかわる記事が載り、患者会

代表委員としての発言が掲載。

11月13日　講演会と Q&A「患者必見！アト

ピー・ぜんそく最新治療法」を開催。

11月19日　神奈川県民ホール「アレルギーの

2015
（平成27年）

2016
（平成28年）
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もとを断つ！」で患者の立場から講演。

12月2日　国のアレルギー疾患対策の推進に関

する基本的な指針が取りまとめられ、現状の課題

として不適切な治療を受けたアトピー性皮膚炎患

者の取材を受け NHK ニュースで放映された。

12月21日　サノフィ㈱社員研修「アトピー性

皮膚炎患者さんの声をお聞きする」にて患者の立

場から講演。

【療養相談件数：年間187件】

2017
（平成29年）

1月20日　都庁にて開催のアレルギー疾患対策

検討委員会に出席。

1月28日� �アトピー性皮膚炎治療研究会第22回

シンポジウムにて「アトピー性皮膚炎とともに自

分らしく生きるために」の患者の立場からの講演

を行う。

2月7日　月刊誌『健康365』に標準治療で良く

なったアトピー性皮膚炎患者のこと、当会の活動

内容について取材を受けた。

2月25日　実践ぜんそく講座と患者交流会を開催。

2月26日　実践アトピー講座と患者交流会を開

催。

3月22日　花王㈱開発研究員向け講演会にて患

者の立場からの講演を行う。

5月21日　講演会と Q&A「診療ガイドライン

を知って良くなろう」を開催。総会において、武

川篤之氏が理事長に就任。

6月1日　ツイッター・インスタグラムでの情報

発信開始。

7月20日　PAD（患者から見たアレルギー疾患

対策研究会）第1回運営会に参画。

7月21日　厚生労働省健康局がん・疾病対策課担

当官と、アレルギー疾患の拠点病院等で意見交換。

8月12日　夏休みアトピー患者交流会を開催。

8月25日　夏休みぜんそく患者交流会を開催。

11月12日　講演会と Q&A「良くなるための

標準治療」を開催。

11月21・22日　スイス、チューリッヒにて開

催の世界9カ国のボードミーティングに日本の喘

息患者の代表として出席。

11月26日　「アトピー性皮膚炎がもたらす患者

への深刻な影響―社会課題としてアレルギー疾患

対策を考えるシンポジウム」へ参画、患者の立場

から講演。

11月30日　アトピー性皮膚炎の疾病負荷のメ

ディアセミナーにて患者の立場から講演。

【療養相談件数：年間167件】

2018
（平成30年）

1月30日　企業のアジアパシフィクス地域の幹

部社員向け研修会にて患者の立場から講演。

2月10日　アトピー性皮膚炎治療研究会第23回

シンポジウムにて患者の立場から「アトピー性皮

膚炎患者の疾病負荷と自分らしく生きるためのメ

イクアップ」を講演。

2月24日　実践ぜんそく講座「お薬について

もっと知ろう」開催。

2月25日　実践アトピー講座「患者の疾病負荷

とその軽減のために患者にできること」開催。

4月13日　読売新聞社東京本社医療部より、ア

トピー性皮膚炎の新薬について取材を受け、4月

27日に掲載。

6月2日　第117回日本皮膚科学会総会学術大会

スポンサードシンポジウム「アトピー性皮膚炎に

おけるステロイドの功罪」にて患者の立場から講

演。

6月10日　講演会と Q&A「専門医に聞く良く

なるための治療最前線」を開催。

6月13日　埼玉県アレルギー疾患医療連絡協議

会委員就任。

6月22～ 24日　第67回日本アレルギー学会学

術大会において、「アレルギー患者の声を届ける

会」学会展示ブースに出展・参加。

7月8日　乳がん患者団体ブーゲンビリアの講演

会で「医師と患者のコミュニケーション」にてア

レルギー患者の立場で講演。

8月11日　夏休みアトピー患者交流会を開催。

2017
（平成29年）

2018
（平成30年）
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8月25日　夏休みぜんそく患者勉強会と交流会

を開催。

8月27日　平成30年度第2回埼玉県アレルギー

疾患医療連絡協議会」に出席。

9月15日　第28回日本産業衛生学会全国協議会

ランチョンセミナーにて「職域におけるアレル

ギー患者への受診奨励と、就労と治療の両立支援」

にて、患者の悩み・苦しみ・要望について講演。

10月7日～ 11日　喘息患者アドバイザリー

ボード会議（チューリッヒにて）に出席。

11月4日　講演会と Q&A「ここまで来た最新

治療」を開催。

11月10日　第70回日本皮膚科学会西部支部

（松江）学術大会シンポジウムにて患者の立場か

ら講演。

11月18日　奈良県イオンモール大和郡山で開

催されたアトピー性皮膚炎市民公開講座の相談

コーナーを担当。

【療養相談件数：年間162件】

2019
（平成31年）

2月6日　衆議院第一議員会館にて超党派の国会

議員で組織される「医療基本法の制定に向けた議

員連盟」設立総会にアレルギー患者の立場で出席。�

2月23日　実践ぜんそく講座と患者交流会「必

見！最新お薬手帳の活用法 !」開催。

2月24日　実践アトピー講座と患者交流会「ア

トピーでも楽しめるメイクアップとスキンケア」

開催。

4月1日　機関紙『あおぞら』リニューアルしカ

ラー版となる。あおぞら WEB 版も発行。

4月8～ 10日　「アトピー性皮膚炎の国際会議

HOME Ⅶ」に日本の患者代表として当会から数

名が参加。

6月2日　講演会と Q&A「アレルギー治療の新

たな選択肢」を開催。

6月14日　第３回医療基本法制定議員連盟ヒア

リングにてアレルギー患者の立場から医療基本法

の必要性を発表。

6月14～ 16日　第68回日本アレルギー学会学

術大会に展示。

7月1日　創立50周年記念事業としてホーム

ページリニューアル。

7月22日　埼玉県アレルギー疾患医療連絡協議

会に患者委員として出席。

8月10日　アトピーおしゃべりカフェ開催。

8月24日　ぜんそくミニ勉強会とおしゃべりカ

フェ開催。

8月27日　令和元年第1回東京都アレルギー疾

患対策検討委員会に出席。

10月27日　創立50周年記念式典・講演会開催

「アレルギー疾患患者の未来を築く～患者・医療・

社会の三つを結ぶ強い絆」。

2019
（平成31年）
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日本アレルギー友の会

回数
（開催日） 講師所属・肩書 講師名 講演タイトル

第 1回
（S44.4.26）

同愛記念病院アレルギー科医長 北原　静夫 気管支喘息について
同愛記念病院小児科医長 満川　元行 小児喘息について

第 2回
（S44.9.20）

同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 気管支喘息について
同愛記念病院小児科医長 満川　元行 小児喘息について

第 3回
（S45.4.18） 国立静岡病院院長 北村　精一 気管支喘息についてについて

第 4回
（S48.10.10）

同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 気管支喘息について
同愛記念病院小児科医長 馬場　実 小児喘息について

第 5回
（S49.5.19）

国立相模原病院内科医長、アレルギー
センター主任 信太　隆夫 アレルゲンについて

第 6回
（S49.10.20）

国立相模原病院内科医長、アレルギー
センター主任 信太　隆夫 気管支喘息の治療一般について

同愛記念病院小児科医長 向山　徳子 小児ぜんそくの治療―家庭での管理―

第 7回
（S50.6.1）

東京大学医学部物療内科講師 宮本　昭正 喘息の治療法とその展望
帝京大学医学部小児科助教授　
日本臨床アレルギー研究所副所長 高島　宏哉 小児ぜんそくとその克服

国立相模原病院内科医長、アレルギー
センター主任 信太　隆夫 アレルゲンについて「花粉アレルギーの話」

同愛記念病院アレルギー科嘱託　
聖和医院院長 河本　和也 テトラレンマ―医療の持つ悲哀―

第 8回
（S50.11.9）

財団法人生光会理事長 山田 寅次郎 今こそ自己防衛を
東京大学医学部物療内科講師 宮本　昭正 喘息の対症療法薬
国立相模原病院内科医長、アレルギー
センター主任 信太　隆夫 アレルゲンについて「カビアレルキーの話」

城西歯科内科大学助教授 山田 多啓男 新しい治療手段の開発を

第 9回
（S51.5.16）

同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 よりよい道の開拓を
東京共済病院アレルギー科医長 可部 順三郎 ぜんそく薬の副作用
国立相模原病院内科医長、アレルギー
センター主任 信太　隆夫 3 大通有アレルゲンとその他不明確に単純科学物質

東京大学医学部物療内科講師 宮本　昭正 大気汚染とぜんそく
同愛記念病院アレルギー科嘱託　
聖和医院院長 河本　和也 公害健康被害補償法偶感

第 10回
（S51.11.7）

東京共済病院アレルギー科医長 可部 順三郎 ぜんそくはなぜ起きるのだろう
国立相模原病院アレルギー研究部耳鼻科主
任　横浜市大耳鼻科非常勤講師 清水　章治 鼻アレルギーについて

同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 西ドイツ温泉　リハビリテーションめぐり

第 11回
（S52.5.15）

同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 アレルギー性疾患についての考察
国立病院医療センター呼吸器科医長 可部 順三郎 難治性ぜんそくについて
国立相模原病院内科医長、アレルギー
センター主任 信太　隆夫 気管支ぜんそくの基本的療法

第 12回
（S52.10.16）

同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 対症療法
国立相模原病院小児科医長 三島　健 こどものぜんそくについて
国立病院医療センター呼吸器科医長 可部 順三郎 成人のぜんそくについて

第 13回
（S53.5.21）

東京大学医学部物療内科講師 宮本　昭正 経過から見たぜんそくについて
帝京大学医学部小児科助教授　 高島　宏哉 小児期の気管支喘息について
同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 治療のポイント

講演会開催実績
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回数
（開催日） 講師所属・肩書 講師名 講演タイトル

第 14回
（S54.9.9）

岡山大学医学部名誉教授（皮膚科） 谷奥　喜平 アレルギー皮膚疾患特に湿疹について
昭和大学医学部教授（内科） 高橋　昭三 気管支喘息の原因療法
国立相模原病院内科医長、アレルギー
センター主任 信太　隆夫 気管支喘息治療の予後

同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 患者自身のセルフコントロール

第 15回
（S55.9.7）

日本臨床アレルギー研究所副所長　
帝京大学小児科助教授 高嶋　宏哉 子どもの喘息のじょうずな家庭療法

北里研究所付属東洋総合医学研究所 梁　哲宗 気管支喘息の漢方療法について
同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 ぜんそく患者の療養について

第 16回
（S56.2.8）

東京医科歯科大学耳鼻咽喉科助教授 斎藤　洋三 鼻アレルギーと杉花粉症
同愛記念病院アレルギー科医長 渡辺 勝之延 アレルギー性疾患、殊に喘息

第 17回
（S56.9.6）

北里研究所付属東洋総合医学研究所 梁　哲宗 気管支喘息の漢方治療について―灸治療を中心として―
国立相模原病院内科医長 油井　泰雄 慢性感染型の気管支喘息について
日本臨床アレルギー研究所副所長　
帝京大学小児科助教授 高嶋　宏哉 小児期の喘息についての正しい理解

第 18回
（S57.8.25）

岡山大学医学部名誉教授　同愛記念病
院皮膚科顧問 谷奥　喜平 じんましんについて

同愛記念病院内科医長　アレルギー科室長 渡辺 勝之延 成人ぜんそくの治療
日本臨床アレルギー研究所副所長　帝
京大学医学部小児科助教授 高嶋　宏哉 質疑応答

第 19回
（S58.9.4）

東京大学名誉教授　埼玉医科大学内科教授 大島　良雄 喘息と温泉
国立病院医療センター呼吸科医長 可部 順三郎 細菌の気管支喘息の治療と治療薬
東京医科歯科大学耳鼻咽喉科助教授 斎藤　洋三 アレルギー性鼻炎のメカニズムと治療
厚生中央病院小児科医長 北嶋　征男 アレルギー疾患と食物

第 20回
（S59.9.2）

東京大学名誉教授　埼玉医科大学名誉教授 大島　良雄 喘息と人の適応反応
同愛記念病院内科医長　アレルギー科室長 渡辺 勝之延 気管支喘息の原因療法の薬物療法
帝京大学医学部小児科助教授　
日本臨床アレルギー研究所副所長 高嶋　宏哉 小児期の気管支喘息

厚生中央病院小児科医長 北嶋　征男 小児アレルギー疾患の特徴とその対策
第 21回

（S60.5.12） 社会福祉法人あそか病院顧問　 渡辺 勝之延 気管支喘息の最近の治療法

第 22回
（S60.9.1）

社会福祉法人あそか病院顧問　 渡辺 勝之延 ぜんそく患者の心得
国立小児病院小児医療研究センター長 小林　登 ぜんそくの子どもを育てるために
昭和大学医学部教授（内科） 高橋　昭三 気管支喘息の治療のすう勢
国立相模原病院内科医長 油井　泰雄 減感作療法の評価

第 23回
（S61.9.14）

国立相模原病院呼吸器科医長 長谷川 眞紀 ぜんそくの難治化要因とその対策
帝京大学医学部小児科助教授 高嶋　宏哉 小児ぜんそくの鍛錬療法と薬の上手な使い方
菊谷医院院長　東洋医学会監事 菊谷　豊彦 ぜんそくの漢方療法

第 24回
（S62.5.16）

社会福祉法人あそか病院顧問　 渡辺 勝之延 ぜんそくとのつき合い方
日本臨床アレルギー研究所　副所長 高嶋　宏哉 お母さんは家庭の主治医です

第 25回
（S62.9.13）

東京大学名誉教授・埼玉医科大学名誉教授 大島　良雄 ぜんそくの鍛錬療法
国立病院医療センター呼吸器科医長 可部 順三郎 ステロイド離脱のために
東京大学医学部助教授　東京大学医学
部附属病院分院小児科科長 早川　浩 子供のぜんそくの上手な治療の受け方

第 26回
（S63.5.14）

社会福祉法人あそか病院院長 渡辺 勝之延 ぜんそくの「二、三種類の薬の使用法を中心に」
日本臨床アレルギー研究所　副所長 高嶋　宏哉 子供の時期に見られるアレルギーの病気のいくつか

第 27回
（S63.9.11）

社会福祉法人あそか病院院長 渡辺 勝之延 ぜんそく治療の実際
国立療養所・東埼玉病院小児科医長 杉本 日出夫 ぜんそく児に対する鍛錬療法とその効果
日本橋芍薬医院医院長　元北里研究所
付属東洋医学総合研究所医長 梁　哲宗 アレルギー疾患の漢方治療とお灸による体質改善



日本アレルギー友の会 50周年記念誌　114

日本アレルギー友の会 講演会開催実績

回数
（開催日） 講師所属・肩書 講師名 講演タイトル

第 28回
（H1.5.13）

社会福祉法人あそか病院院長 渡辺 勝之延 気管支ぜんそくと治療
日本臨床アレルギー研究所　副所長
帝京大学医学部小児科助教授 高嶋　宏哉 小児ぜんそくの薬の使い方と副作用について

第 29回
（H1.9.10）

東京大学医学部助教授　東京大学医学
部付属病院分院小児科科長 早川　浩 ぜんそくの子供の上手な育て方

国立相模原病院アレルギー科医長 秋山　一男 カビとアレルギー疾患
日本橋芍薬医院医院長　元北里研究所
付属東洋医学総合研究所医長 梁　哲宗 漢方薬により気管支ぜんそくアトピー性皮膚炎の体

質改善治療

第 30回
（H2.5.12）

社会福祉法人あそか病院院長 渡辺 勝之延 ぜんそくはなぜ増えているか
日本臨床アレルギー研究所　副所長
帝京大学医学部小児科助教授 高嶋　宏哉 子供のぜんそくの運動と鍛錬療法

第 31回
（H2.9.9）

国立小児病院皮膚科医長 山本　一哉 アトピー性皮膚炎を中心に「こどもの湿疹の考え方」
日本大学客員教授　豊島中央病院心療
内科部長 桂　戴作 ストレスとぜんそく「気管支ぜんそくにかかわる心

理的要因について」
社会福祉法人あそか病院院長 渡辺 勝之延 ぜんそくの自己管理

第 32回
（H3.5.11）

社会福祉法人あそか病院院長 渡辺 勝之延 気管支ぜんそくの一症例の治療経過について・入院
治療におけるポイント・退院後の治療計画

日本橋芍薬医院医院長　元北里研究所
付属東洋医学総合研究所医長 梁　哲宗 アトピー性皮膚炎・気管支ぜんそくの漢方薬と台所

薬膳による治験例及び対策

第 33回
（H3.9.8）

東京都立豊島病院小児科医長 松井　猛彦 小児のぜんそく治療
東京大学物療内科医員　半蔵門病院内
科医長 灰田 美知子 成人気管支ぜんそくの治療の実際

国立小児病院皮膚科医長 山本　一哉 アトピー性皮膚炎・マスコミの問題点
第 34回

（H4.5.16）
東京都立豊島病院小児科医長 松井　猛彦 小児気管支ぜんそくの薬物療法
社会福祉法人あそか病院院長 渡辺 勝之延 慢性型ぜんそくにおける QOL ついて

第 35回
（H4.9.6）

東京大学講師（物療内科） 奥平　博一 気管支ぜんそく・アトピー性皮膚炎の病態と治療に
関する新しい考え方

同愛記念病院小児科医長 向山　徳子 子どものぜんそくを成人へ移行させないために
国立精神・神経センター精神保健所・
心身医学研究部長 吾郷　晋浩 アレルギー疾患の心身医学的な考え方と治療法

第 36回
（H5.5.15）

東京共済会中央皮膚科医員　日本皮膚
科学認定専門医 久米井 晃子 アトピー性皮膚炎とダニ・アレルギー

第 37回
（H5.9.5）

昭和大学教授（付属豊洲病院小児科） 小林　昭夫 栄養面からみた子どものアレルギー
日本医科大学皮膚科教授 本田　光芳 アトピー性皮膚炎の治療の実際
帝京大学医学部第二内科教授 真野　健次 ぜんそく治療の新しい考え方

第 38回
（H6.5.8）

女優 吉行　和子 女優とぜんそく
社会福祉法人あそか病院院長 渡辺 勝之延 アレルギー友の会創立 25 周年を迎えて

第 39回
（H6.10.16）

順天堂大学医学部付属浦安病院　皮膚
科助教授 吉池　高志 成人型アトピー性皮膚炎治療の現場における諸問題

東京大学医学部物療内科教授 伊藤　幸治 気管支ぜんそくの発作予防と発作治療に関する新し
い方向

同愛記念病院副院長 馬場　実 子どものアレルギーについて

第 40回
（H7.5.28）

国立国際医療センター副院長 可部 順三郎 ぜんそく治療・管理ガイドラインその後
北里研究所東洋医学総合研究所　臨床
研究部門部門長 丁　宗鉄 アレルギー性疾患の漢方療法

聖マリアンナ医科大学皮膚科教授 溝口　昌子 アトピー性皮膚炎とその治療

第 41回
（H7.10.15）

横浜市立大学医学部付属浦舟病院
皮膚科診療部長・皮膚科助教授 池澤　善郎 大人のアトピー性皮膚炎

国立王子病院小児科医長 椛沢　靖之 小児アトピー性皮膚炎とその治療
東邦大学医学部付属佐倉病院　副院
長・内科教授 富岡　玖夫 ぜんそく管理のパートナーシップ

神奈川県相模原保健所所長 寺道　由晃 子供のぜんそく治療と生活への配慮
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回数
（開催日） 講師所属・肩書 講師名 講演タイトル

第 42回
（H8.5.26）

東京大学名誉教授　日本アレルギー学
会理事長 宮本　昭正 ぜんそくの問題点と治療

順天堂大学医学部付属浦安病院　皮膚
科助教授 吉池　高志 教えて…アトピー性皮膚炎とステロイド

第 43回
（H8.10.27）

国立療養所西新潟中央病院内科医長 月岡　一治 最近の気管支ぜんそくの治療
東京逓信病院皮膚科医長 江藤　隆史 アトピー性皮膚炎の病態と治療

第 44回
（H9.5.25）

東京大学医学部皮膚科講師・外来医長 大槻 マミ太郎 アトピー性皮膚炎治療の現在と未来
国立小児病院小児医療研究センター免
疫アレルギー研究部部長　慈恵医科大
学小児科助教授

斎藤　博久 小児ぜんそくに関する新しい考え方（ダニ抗原とラ
イノ・ウィルス）

同愛記念病院院長　前東京大学医学部
物療内科教授 伊藤　幸治 成人気管支ぜんそく最近の治療

第 45回
（H9.11.9）

国立小児病院臨床心理士 松本　清子 心とアレルギー
国立国際医療センター呼吸器科部長 工藤 宏一郎 ぜんそくの薬物療法について

第 46回
（H10.5.24）

同愛記念病院小児科医長 岩崎　栄作 小児ぜんそくの治療　- 生活指導とくすりの使い方
東京医科歯科大学医学部皮膚科助教授 横関　博雄 成人型アトピー性皮膚炎の病態と治療　- 最近の試み
同愛記念病院院長　前東京大学医学部
物療内科教授 伊藤　幸治 成人ぜんそく治療ガイドラインの新動向と最近の治療

第 47回
（H10.11.8）

同愛記念病院皮膚科 小方　冬樹 アトピー性皮膚炎　- 病因と治療 -
国立相模原病院臨床研究部部長 秋山　一男 最近の成人喘息治療の考え方、その実際

第 48回
（H11.5.30）

同愛記念病院院長 伊藤　幸治 はじめに　アレルギーとはなにか
大阪医科大学小児科講師 佐々木　聖 アレルギー性疾患・予防のための環境整備
自治医科大学皮膚科教授 中川　秀己 アトピー性皮膚炎における外用療法
昭和大学第一内科教授 足立　満 成人喘息　- 最近の考え方

同愛記念病院アレルギー呼吸器科部長 佐野　靖之 ガイドラインに沿った喘息治療薬の正しい使い方と
生活の仕方

金沢大学医学部皮膚科教授 竹原　和彦 アトピー性皮膚炎と上手に付き合う方法　- アトピー
ビジネスにだまされないために -

第 49回
（H12.5.21）

東京大学医学部付属病院分院小児科助教授 岩田　力 小児の気管支喘息について
東京大学医学部皮膚科 中村 晃一郎 アトピー性皮膚炎の治療法
同愛記念病院院長 伊藤　幸治 ガイドラインによる喘息治療の基本戦略

第 50回
（H12.10.29）

東京大学医学部付属病院呼吸器内科助
教授 森田　寛 気管支ぜんそく治療薬の使い方

東京厚生年金病院皮膚科部長 南光　弘子 ミニ講演「現在の最新治療について」
第 51回

（H13.5.20）
埼玉医科大学第二内科助教授 坂本　芳雄 ぜんそくの自己管理法
関東中央病院皮膚科部長 日野　治子 アトピー性皮膚炎の現在の治療

第 52回
（H13.10.14）

昭和大学医学部第一内科講師 美濃口 健治 ぜんそく悪化の原因とその予防法および治療法
横浜市立大学医学部皮膚科講師 相原　道子 アトピー性皮膚炎の原因と治療

第 53回
（H14.6.2）

星川小児クリニック院長 山本　淳 小児ぜんそく治療の楽しさ
東京慈恵会医科大学皮膚科助教授 上出　良一 アトピー性皮膚炎の治療戦略
国立相模原病院診療部長 長谷川 眞紀 吸入ステロイドの作用とその使い方

第 54回
（H14.10.27）

国立相模原病院小児科医長 海老澤 元宏 小児喘息その合併症に対する対応について
中山皮膚科クリニック院長 中山　秀夫 アトピー性皮膚炎を理解するために
前東京大学アレルギー・リウマチ科教
授　湯河原厚生年金病院院長 伊藤　幸治 ガイドラインにもとづく喘息治療

第 55回
（H15.5.25）

神奈川県立こども医療センター　アレ
ルギー科部長 栗原　和幸 小児喘息とは？　- 敵を知って戦い方を知る -

東京逓信病院皮膚科医長 江藤　隆史 アトピー性皮膚炎　- 今後の外用療法 -
月岡内科医院院長 月岡　一治 成人気管支喘息治療の最前線

第 56回
（H15.10.19）

医療法人西藤こどもクリニック院長 西藤 なるを 小児ぜんそくのアドバイス
東京慈恵会医科大学皮膚科助教授 上出　良一 アトピー性皮膚炎のアドバイス
湯河原厚生年金病院院長 伊藤　幸治 成人ぜんそくのアドバイス
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第 57回
（H16.5.23）

同愛記念病院小児科 向山　徳子 小児ぜんそくの最近の治療について
金沢大学大学院医学系研究科皮膚科教授 竹原　和彦 アトピー性皮膚炎の正しい理解と最新情報
国立国際医療センター副院長 工藤 宏一郎 喘息がコントロールされない理由について

第 58回
（H16.11.14）

用賀アレルギークリニック院長 永倉　俊和 小児気管支ぜんそくの治療ポイント
横浜労災病院皮膚科部長 向井　秀樹 ステロイド外用薬とプロトピック軟膏の上手な使用法
半蔵門病院内科部長 灰田 美知子 気管支喘息の治療：治療の理想とその限界

第 59回
（H17.6.12）

東邦大学医学部付属大橋病院小児科講師 岸田　勝 みんなで治す小児ぜんそく
東京女子医科大学付属女性生涯健康セ
ンター皮膚科助教授 檜垣　祐子 アトピー性皮膚炎とストレス

木原病院院長 木原　令夫 難治性の喘息患者さんにおける治療上の問題点と解決法

第 60回
（H17.11.6）

東京慈恵会医科大学小児科講師 勝沼　俊雄 吸入ステロイドの不安にお応えします！
順天堂大学医学部付属静岡病院皮膚科
助教授 吉池　高志 アトピー性皮膚炎治療のスタンダードを考える

昭和大学保健医療学部臨床医学内科教授 田中　一正 吸入を上手に

第 61回
（H18.6.11）

国際医療福祉大学教授、附属三田病
院小児科部長 松井　猛彦 小児ぜんそくの長期予後を改善するには？

聖マリアンナ医科大学名誉教授 溝口　昌子 アトピー性皮膚炎 - 上手な対処法
帝京大学医学部内科学講座　呼吸器・
アレルギー学教授 大田　健 成人ぜんそくの管理・予防におけるパートナーシップ

第 62回
（H18.10.22）

群馬県立県民健康科学大学看護学部講師 益子　育代 小児ぜん息　ここはおさえたいセルフケアのコツ
東京慈恵会医科大学付属病院皮膚科教
室教授 中川　秀己 治療法を正しく理解して上手にアトピー性皮膚炎を

コントロールしよう
帝京大学医学部附属溝口病院第四内科
教授 滝澤　始 喘息のよりよいコントロールのために：セルフチェッ

クの大切さ

第 63回
（H19.6.3）

国立成育医療センター総合診療部小児
科診療科医長 赤澤　晃 小児ぜんそく - 適切な治療をうけるために

菅原皮膚科クリニック院長 菅原　信 アトピー性皮膚炎 - 細やかにしかし気楽に治しましょう
同愛記念病院アレルギー・呼吸器科部長 鈴木　直仁 気管支喘息におけるステロイド薬との上手なつきあい方

第 64回
（H19.11.11）

国立成育医療センター第一専門診療部
アレルギー科医長 大矢　幸弘 小児ぜんそく　重症化させないこつ

順天堂大学アトピー疾患研究センター・
皮膚科学教室准教授 須藤　一 アトピー性皮膚炎の予防

株式会社仙台気道研究所代表取締役 田村　弦 吸入ステロイド薬の使い方　- 早期治療介入の意義 -

第 65回
（H20.6.1）

東京大学医学部皮膚科講師 佐伯　秀久 アトピー性皮膚炎治療における外用薬の上手な使い方
国立病院機構相模原病院アレルギー科医長
兼臨床研究センター気管支喘息研究室長 谷口　正実 成人ぜんそくを難治化させないため、より良くなる

ための治療

第 66回
（H20.11.9）

同愛記念病院小児科医長 山口　公一 小児のぜんそくにおけるゼロレベル作戦
細谷皮フ科院長 細谷　律子 アトピー性皮膚炎と心のケア
公立学校共済組合関東中央病院呼吸器
アレルギー内科部長 坂本　芳雄 よくなりにくい大人の喘息

第 67回
（H21.5.24）

東京慈恵会医科大学小児科准教授 勝沼　俊雄 小児のぜんそく
東京女子医科大学皮膚科教授 川島　眞 話せば治るアトピー性皮膚炎
昭和大学医学部内科学講座呼吸器・ア
レルギー内科教授 足立　満 高齢者ぜん息　- 知っておきたい特徴と注意ポイント-

第 68回
（H21.11.15）

NTT 東日本関東病院皮膚科部長 五十嵐 敦之 成人重症アトピー性皮膚炎に対するシクロスポリン
内服療法

独立行政法人国立病院機構相模原病院
院長・臨床研究センター長 秋山　一男 成人喘息における新薬情報

第 69回
（H22.5.23）

東京女子医科大学皮膚科講師 常深 祐一郎 ステロイド外用薬を正しく理解し、上手に使いましょう
社会福祉法人同愛記念病院アレルギー
呼吸科部長 黨　康夫 喘息治療における吸入ステロイド薬の役割

関東中央病院呼吸器内科部長 坂本　芳雄
医師と患者のパネルディスカッション「患者の心理」

東京逓信病院皮膚科部長 江藤　隆史
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第 70回
（H22.10.31）

日本医科大学皮膚科准教授 幸野　健 アトピー性皮膚炎治療の科学的根拠
国立国際医療研究センター国府台病院
呼吸器医長 放生　雅章 気管支喘息のコントロール状態の評価

第 71回
（H23.5.22）

京都府立医科大学皮膚科教授 加藤　則人 教えて！アトピー性皮膚炎
帝京平成大学ヒューマンケア学部教授、帝
京大学付属池袋クリニック院長 鈴木　直仁 気管支喘息治療の最前線～吸入ステロイド・長時間

作用性気管支拡張薬配合剤を中心に～
関東中央病院呼吸器内科部長 坂本　芳雄 ・震災への備えを一緒に考えよう

・パネルディスカッション医師と患者の「良くなるた
めのコミュニケーション」東京逓信病院皮膚科部長 江藤　隆史

第 72回
（H23.11.27）

東邦大学医療センター大橋病院皮膚科
教授 向井　秀樹 アトピー性皮膚の重症度を知って、積極的に治療を

しよう！
独立行政法人国立病院機構相模原病院
アレルギー科医長 美濃口 健治 我が国における喘息コントロールの現状と問題点

第 73回
（H24.5.27）

東京女子医科大学付属女性生涯健康セ
ンター副所長・教授 ( 皮膚科兼務） 檜垣　祐子 アトピー性皮膚の治療　- 皮膚と心を考える -

帝京大学医学部呼吸器・アレルギー内
科教授 山口　正雄 気管支喘息治療の最前線～吸入ステロイド・長時間作用

性気管支拡張薬配合剤や抗ｌｇE 抗体療法を中心に～

第 74回
（H24.11.18）

順天堂大学浦安病院皮膚科特任教授 高森　健二 アトピー性皮膚のかゆみをやっつけよう
おおとし内科クリニック院長 大利　隆行 吸入ステロイド薬の吸入指導
関東中央病院呼吸器内科部長・当会常
任顧問 坂本　芳雄 専門医による実践吸入のコツ

東京逓信病院皮膚科部長・当会常任顧問 江藤　隆史 専門医によるスキンケアのコツ

第 75回
（H25.5.26）

関東中央病院呼吸器内科部長・当会常
任顧問 坂本　芳雄 中国の大気汚染の日本におけるぜんそく患者への影

響にういて
慶応義塾大学医学部皮膚科学准教授 海老原　全 アトピー性皮膚の治療は変わってきたか
聖マリアンヌ医科大学横浜市西部病院
呼吸器内科病院教授 駒瀬　裕子 喘息治療のポイント～自分で喘息を管理しよう！

第 76回
（H25.11.17）

ちとふな皮膚科クリニック院長 江畑　俊哉 アトピー性皮膚　- 安心できるセルフコントロールを
めざして -

東海大学医学部内科学系呼吸器内科学教授 浅野 浩一郎 喘息のコントロールが難しい時に～喘息専門医の考
えていること～

関東中央病院呼吸器内科部長・当会常
任顧問 坂本　芳雄 実演：上手な診察の受け方

東京逓信病院皮膚科部長・当会常任顧問 江藤　隆史 実演：上手な診察の受け方

第 77回
（H26.5.18）

埼玉医科大学病院皮膚科・アレルギー
センター教授 中村 晃一郎 アトピー性皮膚炎　- 家庭でできるアトピー管理のポイント-

国立病院機構相模原病院副臨床研究セ
ンター長 長谷川 眞紀 シックハウス症候群　- アレルギー疾患との関連 -

第 78回
（H26.11.16）

自治医科大学医学部皮膚科学講座教授 大槻 マミ太郎 アトピー性皮膚炎　- 今考え直すステロイドの塗り方 -
国立病院機構相模原病院アレルギー科医長 粒来　崇博 喘息をわかりやすくする　- 呼気 NO 検査の可能性 -
東京逓信病院薬剤部副薬剤部長 大谷　道輝 薬剤師の立場より　　副題：アトピー性皮膚炎
帝京大学医学部附属病院薬剤部薬剤師
呼吸器・総合内科病棟担当 前田　光平 薬剤師の立場より　　副題：喘息

第 79回
（H27.5.17）

日本医科大学皮膚科教授 佐伯　秀久 アトピー性皮膚炎　- アトピー性皮膚炎に関する最近
の話題 -

渋谷内科・呼吸器アレルギークリニック・
呼吸免疫研究所院長 土肥　眞 ぜんそく　- 呼吸器疾患のトータルケア -

第 80回
（H27.11.8）

東京慈恵会医科大学皮膚科准教授 朝比奈 昭彦 アトピー性皮膚炎をしっかりケアしよう
独立行政法人国立国際医療研究セン
ター呼吸器内科診療科長 杉山　温人 喘息は治る？治らない？

第 81回
（H28.5.29）

関西医科大学皮膚科学講座・准教授 神戸　直智 アトピー性皮膚炎のゴール　外用剤の使い方とセル
フコントロール

帝京大学医学部付属溝口病院第四内科教授 幸山　正 喘息　気管支の炎症と言われても…
ふれあい横浜ホスピタル院長・当会常任顧問 坂本　芳雄 主治医が知りたい患者の情報
東京逓信病院皮膚科部長・当会常任顧問 江藤　隆史 主治医が知りたい患者の情報



日本アレルギー友の会 50周年記念誌　118

日本アレルギー友の会 講演会開催実績

回数
（開催日） 講師所属・肩書 講師名 講演タイトル

第 82回
（H28.11.13）

東京大学大学院医学系研究科皮膚科学
准教授 菅原　誠 アトピー性皮膚炎の治療と未来

横浜市立みなと赤十字病院アレルギー
センターセンター長 中村　陽一 アレルギーって何？知っておいて損はないアレル

ギーのあれこれー

第 83回
（H29.5.21）

京都府立医科大学大学院医学研究科皮
膚科学教授 加藤　則人 アトピー性皮膚炎の治療ーガイドラインを中心に

湘南藤沢徳洲会病院副院長 近藤　哲理 「喘息」と言われてしまった！
ふれあい横浜ホスピタル院長・当会常
任顧問 坂本　芳雄 的確な治療を受けるための事前準備

東京逓信病院皮膚科部長・当会常任顧問 江藤　隆史 的確な治療を受けるための事前準備

第 84回
（H29.11.12）

東京慈恵会医科大学皮膚科教室主任教授 中川　秀己 標準治療によるアトピー性皮膚炎の長期マネージメント
独立行政法人国立病院機構東京病院副院長 庄司　俊輔 気管支喘息とモデリングー最近の話題ー
ふれあい横浜ホスピタル院長・当会常
任顧問 坂本　芳雄 良くなったきっかけ・悪くなったきっかけ

東京逓信病院皮膚科部長・当会常任顧問 江藤　隆史 良くなったきっかけ・悪くなったきっかけ

第 85回
（H30.6.10）

獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科
主任教授 片桐　一元 アトピー性皮膚炎患者である皮膚科医が考える治療

手段の選び方
帝京大学医学部内科学講座呼吸器・ア
レルギー学教授 長瀬　洋之 喘息治療をなぜ続けるのか、どのようなとき続ける

べきか
ふれあい横浜ホスピタル院長・当会常
任顧問 坂本　芳雄 患者が知りたい検査値の見方

東京逓信病院皮膚科部長・当会常任顧問 江藤　隆史 患者が知りたい検査値の見方

第 86回
（H30.11.4）

東京女子医科大学皮膚科准教授 常深 祐一郎 広がるアトピー性皮膚炎治療の選択肢
昭和大学医学部内科学講座呼吸器・ア
レルギー内科学部門主任教授、昭和大
学病院副院長

相良　博典 喘息治療に書面から向き合うコツ

ふれあい横浜ホスピタル院長・当会常
任顧問 坂本　芳雄 治療薬、正しく使っていますか

東京逓信病院皮膚科部長・当会常任顧問 江藤　隆史 治療薬、正しく使っていますか

第 87回
（R1.6.2）

NTT 東日本関東病院皮膚科部長 五十嵐 敦之 ここまで進歩したアトピー性皮膚炎治療
東京女子医科大学呼吸器内科教授・講
座主任 多賀谷 悦子 喘息が悪化しやすいタイプは ? 治療はどうするか !

ふれあい横浜ホスピタル院長・当会常
任顧問 坂本　芳雄 身近にある悪化要因を避けよう

東京逓信病院皮膚科部長・当会常任顧問 江藤　隆史 身近にある悪化要因を避けよう

第 88回
（R1.10.27）

東京慈恵会医科大学総合医科学研究セ
ンター分子遺伝学研究部教授 玉利 真由美 < アレルギー疾患のゲノム医療への期待と挑戦 > 

ゲノム情報を活用したアレルギー疾患の病態の解明
京都府立医科大学大学院医学研究科皮
膚科学教授 加藤　則人 アトピー性皮膚炎の治療―未来に向かって

独立行政法人国立病院機構相模原病院
臨床研究センター副センター長 海老澤 元宏 食物アレルギーへのこれから求められる方策

公益財団法人結核予防会複十字病院院長 大田　健 気管支喘息の克服を目指して―過去から未来へ
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特定非営利活動法人 日本アレルギー友の会 定款

第１章　総　則

（名称）
第１条　　この法人は、特定非営利活動法人日本アレルギー友の会という。

（事務所）
第２条　　この法人は、事務所を東京都江東区住吉２丁目６番５号に置く。

（目的）
第３条　　�この法人は、アレルギー性疾患に関する情報を収集して正しい知識を広め、その対策の確立と推進を図り、

気管支喘息やアトピー性皮膚炎などの患者の社会復帰、並びに福祉の向上に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）
第４条　　この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
（2）環境の保全を図る活動

（事業の種類）
第５条　　この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

（1）アレルギー性疾患に関する治療及び機能の回復に関する必要なる施策の充実強化を図るための啓蒙、広
報に関する事業。

（2）アレルギー性疾患、特に気管支喘息、アトピー性皮膚炎を有する者の治療相談及び社会復帰のための相
談に関する事業。

（3）定期会報及びアレルギーに関する図書、雑誌の刊行。
（4）その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第２章　会　員

（種別）
第６条　　�この法人の会員は、次の8種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員

とする。
（1）正会員　この法人の運営に積極的に関わり、責任の一端を担うことができ又定期総会及び臨時総会へ出

席が可能で、議決権を有する個人
（2）普通会員　この法人の目的に賛同して入会し、本法人の運営に関わることが無く又総会へ出席する必要

のない、総会の議決権を有しない個人及び団体
（3）Web 会員　この法人の目的に賛同して入会し、当会ウェブサイトの会員限定サイトを閲覧することの

みができる個人
（4）名誉会員　本法人のために特に功労のあった者又は学識経験に優れた者で総会に於いて推薦され入会し

た個人
（5）医師賛助会員　医師たる資格を有し、その医学知識と経験によりこの法人の目的に寄与することのでき

る個人
（6）医療者賛助会員　薬剤師・看護師等の資格を有し、その医療知識と経験により、この法人の目的に寄与

することのできる個人
（7）法人賛助会員　この法人の目的及び第５条の事業に、賛同し、支援することができる法人。及び社会貢

献活動に積極的である企業として理事会が推薦する法人
（8）パートナー会員　この法人の目的に賛同し、活動に寄与することのできる個人。ただし理事会が認めた
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場合に限る。
２　この法人に常任顧問を置くことができる。
（1）常任顧問は理事の推薦により理事長が委嘱する。
（2）常任顧問は本法人の運営等に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
（3）常任顧問の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。
３　この法人に顧問を置くことができる。
（1）顧問は理事の推薦により理事長が委嘱する。
（2）顧問は本法人の目的及び第５条の事業に協力することができる。
（3）顧問の任期は特に定めないが、本事業等に協力ができる期間とする。

（入会）
第７条　　�会員（パートナー会員を除く（以下同様））の入会について、特に条件は定めないが、この法人の目的に賛

同する個人及び団体（法人も含む）とする。
２　会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとす

る。
３　理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
４　理事長は、第２項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を

通知しなければならない。

（入会金及び会費）
第８条　　会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第９条　　会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

（1）退会届の提出したとき。
（2）本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
（3）継続して２年以上会費を滞納したとき。
（4）除名されたとき。

（退会）
第１０条　会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

（除名）
第１１条　会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

（1）この定款に違反したとき。
（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
２　前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければなら

ない。

（入会金及び会費の不返還）
第１２条　既に納入した入会金、会費は、返還しない。

第３章　役　員

（種別及び定数）
第１３条　この法人に、次の役員を置く。

（1）理事３人以上１１人以内
（2）監事１人
２　理事のうち１人を理事長とし、1人以上２人以内を副理事長とする。
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（選任等）
第１４条　理事及び監事は、総会において選任する。

２　理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
３　役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を超えて含まれ、

又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の１を越えて含まれることに
なってはならない。

４　法第２０条各号いずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
５　監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

（職務）
第１５条　理事長は、この法人を代表し、その職務を総理する。

２　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ
指名した順序によって、その職務を代行する。

３　理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行
する。

４　監事は、次に掲げる職務を行う。
（1）理事の業務執行の状況を監査すること。
（2）この法人の財産の状況を監査すること。
（3）前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
（4）前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること
（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

（任期等）
第１６条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　前項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結
するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初
の総会が終結するまでその任期を伸長する。

３　補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とす
る。

４　役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

（欠員補充）
第１７条　�理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなら

ない。

（解任）
第１８条　役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
２　前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければなら

ない。

（報酬等）
第１９条　役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬をうけることができる。

２　役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
３　前２項に関し必要な事項は総会の議決を経て理事長が別に定める。
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第４章　会　議

（種別）
第２０条　この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

２　総会は、通常総会及び臨時総会とする。

（総会の構成）
第２１条　総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）
第２２条　総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更
（2）解散及び合併
（3）会員の除名
（4）事業計画及び予算並びにその変更
（5）事業報告及び決算
（6）役員の選任及び解任
（7）役員の職務及び報酬
（8）入会金及び会費の額
（9）資産の管理方法
（10）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第４８条において同じ。）その他

新たな義務の負担及び権利の放棄
（11）解散における残余財産の帰属
（12）事務局の組織及び運営
（13）その他運営に関する重要事項

���������
（総会の開催）
第２３条　通常総会は、毎年１回開催する。

２　臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
（1）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
（2）正会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
（3）監事が第１５条第４項第４号の規定に基づいて招集するとき。

（総会の招集）
第２４条　総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、理事長が招集する。

２　理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に臨時
総会を招集しなければならない。

３　総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電磁
的方法により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。

（総会の議長）
第２５条　総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

（総会の定足数）
第２６条　総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することはできない。

（総会の議決）
第２７条　総会における議決事項は、第２４条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

２　総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のとき
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は、議長の決するところによる。

（総会での表決権等）
第２８条　各正会員の表決権は平等なものとする。

２　やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファ
クシミリ又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

３　前項の規定により表決した正会員は、前２条の規定の適用については出席したものとみなす。
４　総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

（総会の議事録）
第２９条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所
（2）正会員総数及び出席者数（書面、ファクシミリ又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合

にあっては、その数を付記すること。）
（3）審議事項
（4）議事の経過の概要及び議決の結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項
２　議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が、記名押印又は署名しなければならな

い。

（理事会の構成）
第３０条　理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の権能）
第３１条　理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項
（2）総会の議決した事項の執行に関する事項
（3）その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

（理事会の開催）
第３２条　理事会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。
（2）理事総数の２分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

（理事会の招集）
第３３条　理事会は、理事長が招集する。

２　理事長は、前条第２号の場合にはその日から１０日以内に理事会を招集しなければならない。
３　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電磁

的方法により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。

（理事会の議長）
第３４条　理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（理事会の議決）
第３５条　理事会における議決事項は、第３３条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

２　理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（理事会の表決権等）
第３６条　各理事の表決権は、平等なるものとする。
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２　やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファク
シミリ又は電磁的方法をもって表決することができる。

３　前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、理事会に出席したものとみな
す。

４　理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

（理事会の議事録）
第３７条　理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所
（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面、ファクシミリ又は電磁的方法による表決者にあっては、そ

の旨を付記すること。）
（3）審議事項
（4）議事の経過の概要及び議決の結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項
２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が記名押印又は署名しなければ

ならない。

第５章　資　産

（構成）
第３８条　この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された資産
（2）入会金及び会費
（3）寄付金品
（4）財産から生じる収益
（5）事業に伴う収益
（6）その他の収益

（資産区分）
第３９条　この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。

（管理）
第４０条　この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第６章　会　計

（会計の原則）
第４１条　この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

（会計区分）
第４２条　この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の１種とする。

（事業年度）
第４３条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び予算）
第４４条　�この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければな

らない。
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（暫定予算）
第４５条　�前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経

て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
２　前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）
第４６条　�予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることが

できる。

（事業報告及び決算）
第４７条　�この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、

速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
２　決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。　

（臨機の措置）
第４８条　�予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと

するときは、総会の議決を経なければならない。

第７章　定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）
第４９条　�この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、

かつ、法第２５条第３項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
２　この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。）したときは、

所轄庁に届け出なければならない。

（解散）
第５０条　この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議
（2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
（3）正会員の欠亡
（4）合併
（5）破産手続開始の決定
（6）所轄庁による設立の認証の取消し
２　前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の議決を経なければなら

ない。
３　第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）
第５１条　�この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財産は、社会福祉

法第２２条に規定する社会福祉法人のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

（合併）
第５２条　�この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁の

認証を得なければならない。

第８章　公告の方法

（公告の方法）
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第５３条　�この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第２８条の２
第１項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行なう。

第９章　事務局

（事務局の設置）
第５４条　この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

２　事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

（職員の任免）
第５５条　事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

（組織及び運営）
第５６条　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第１０章　名誉理事長

（名誉理事長）
第５７条　�この法人は、永年理事長に従事し、この法人の発展に著しく貢献をした者に対し、理事長の退任後２年間、

名誉理事長の称号を与えることができる。なお、再任は妨げない。
２　名誉理事長は、この法人の運営に対する指導、助言を行うことができる。
３　名誉理事長は、理事会において任命する。

第１１章　雑　則

（細則）
第５８条　この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
１　この定款は、この法人の設立の日から施行する。
２　この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
３　この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から最初の通常総

会の日までとする。
４　この法人の設立当初の事業年度は、第４３条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成１５年３月３１日

までとする。
５　この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第４４条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
６　この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にかかわらず、年会費４千円　とする。

別　表　　設立当初の役員

（役職名）������������（氏名）
理�事�長���������　上野　光子
副理事長���������　山田　惟忠
理　　事���������　中　　雅俊
監　　事���������　堀内　��繁

この定款は、平成３０年３月１０日より施行する。
������������　　



127　日本アレルギー友の会 50周年記念誌

アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 
�平成�29�年３月�21�日策定�

( 厚生労働省告示第七十六号 )
【目次】

第１�アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項�
第２�アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
第３�アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
第４�アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項第５�その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項�

�
�本指針におけるアレルギー疾患とは、アレルギー疾患対策基本法（平成 26 年法律第�98�号。以下「法」という。）に定められており、気管支ぜん息、

アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に
有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものである。�

医学的にアレルギー疾患とは、粘膜や皮膚の慢性炎症を起こし、多くの患者でアレルゲンに対する特異的�IgE�抗体を有する、多様かつ複合的
要因を有する疾患のこととされている。気管支ぜん息は、気道炎症を主な病態とし、繰り返し起こる咳嗽、喘鳴、呼吸困難等、可逆性の気道狭
窄と気道過敏性の亢進に起因する症状を呈するとされている。アトピー性皮膚炎は、皮膚バリア機能の低下による易刺激性とアレルギー炎症が
主な病態であり、瘙痒感を伴う湿疹を呈するとされている。アレルギー性鼻炎は、アレルゲン侵入後にくしゃみ、鼻漏、鼻閉等を呈するとされ
ており、アレルギー性結膜炎は、流涙、目の瘙痒感と充血、眼瞼浮腫等を呈するとされている。花粉症は、アレルギー性鼻炎のうち花粉抗原に
よる季節性アレルギー性鼻炎を指し、アレルギー性結膜炎を高頻度に合併するとされている。特にスギ花粉症の有病率は、アレルギー疾患の中
で最も高く、全年齢層において増加の一途をたどっている。食物アレルギーでは、抗原食物の摂取等により、皮膚症状・呼吸器症状・消化器症
状等が引き起こされ、時にアナフィラキシーと呼ばれる複数臓器に及ぶ全身性の重篤な過敏反応を起こすとされている。これらアレルギー疾患は、
一度発症すると、複数のアレルギー疾患を合併し得ること、新たなアレルギー疾患を発症し得ること等の特徴（アレルギーマーチ）を有するため、
これらの特徴を考慮した診療が必要になる。�

我が国では、依然としてアレルギー疾患を有する者の増加が見られ、現在は乳幼児から高齢者まで国民の約二人に一人が何らかのアレルギー
疾患を有していると言われている。アレルギー疾患を有する者は、しばしば発症、増悪、軽快、寛解、再燃を不定期に繰り返し、症状の悪化や
治療のための通院や入院のため、休園、休学、休職等を余儀なくされ、時には成長の各段階で過ごす学校や職場等において、適切な理解、支援
が得られず、長期にわたり生活の質を著しく損なうことがある。また、アレルギー疾患の中には、アナフィラキシーショックなど、突然症状が
増悪することにより、致死的な転帰をたどる例もある。�

近年、医療の進歩に伴い、科学的知見に基づく医療を受けることによる症状のコントロールがおおむね可能となってきているが、全ての患者
がその恩恵を受けているわけではないという現状も指摘されており、診療・管理ガイドラインにのっとった医療のさらなる普及が望まれている。�

このような状況を改善し、我が国のアレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、平成26年6月に法が公布された。国、地方公共団体、アレルギー
疾患を有する者やその家族及び関係者は、法に定められた基本理念や責務等にのっとり、共に連携しながらアレルギー疾患対策に主体的に参画し、
突然症状が増悪することにより亡くなる等の事態を未然に防ぐとともに、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上に取り組むことが重
要である。�

アレルギー疾患対策は、生活の仕方や生活環境の改善、アレルギー疾患に係る医療（以下「アレルギー疾患医療」という。）の質の向上及び提
供体制の整備、国民がアレルギー疾患に関し適切な情報を入手できる体制の整備、生活の質の維持向上のための支援を受けることができる体制
の整備、アレルギー疾患に係る研究の推進並びに研究等の成果を普及し、活用し、発展させることを基本理念として行われなければならない。�

本指針は、この基本理念に基づき、アレルギー疾患を有する者が安心して生活できる社会の構築を目指し、国、地方公共団体が取り組むべき
方向性を示すことにより、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図ることを目的として法第 11 条第 1 項の規定に基づき策定するものである。�
�

第１�アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項�
（１）�基本的な考え方�

ア� アレルギー疾患は、アレルゲンの曝露の量や頻度等の増減によって症状の程度に変化が生じるという特徴を有するため、アレル
ギー疾患を有する者の生活する環境、すなわち周囲の自然環境及び住居内の環境、そこでの生活の仕方並びに周囲の者の理解に
基づく環境の管理等に大きく影響される。したがって、アレルギー疾患の発症や重症化を予防し、その症状を軽減するためには、
アレルゲンに曝露しないようにすることが有効であり、アレルゲン回避のための措置を講ずることを念頭に、アレルギー疾患を
有する者を取り巻く環境の改善を図ることが重要である。�

イ� アレルギー疾患医療の提供体制は、アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域に関わらず、科学的知見に基づく適切なア
レルギー疾患医療を等しく受けられるよう、アレルギー疾患医療全体の質の向上及び科学的根拠に基づいたアレルギー疾患医療
の提供体制の整備が必要である。�

ウ� 国民が、アレルギー疾患に関し、科学的知見に基づく適切な情報を入手できる体制を整備するとともに、アレルギー疾患に罹患
した場合には、日常生活を送るに当たり、正しい知見に基づいた情報提供や相談支援等を通じ、生活の質の維持向上のための支
援を受けることができる体制を整備することが必要である。�

エ� アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を戦略的に推進するとともに、アレルギー疾患の発症及び重症化の予防、
診断並びに治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させることが必要である。�

（２）�国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務ア�国は、基本的な考え方にのっ
とり、アレルギー疾患対策を総合的に策定及び実施する責務を有する。�
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イ� 地方公共団体は、基本的な考え方にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その
地域の特性に応じた施策を策定及び実施するよう努めなければならない。�

ウ� 医療保険者（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。）は、国及び地方公共
団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければ
ならない。�

エ� 国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努
めるとともに、アレルギー疾患を有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならない。�

オ� 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症
状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良
質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。�

カ� 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない乳幼児、児童、
生徒（以下「児童等」という。）、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体が講
ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その
設置又は管理する学校等において、アレルギー疾患を有する児童等、高齢者又は障害者に対して、適切な医療的、福祉的又は教
育的配慮をするよう努めなければならない。�

�
第２�アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項�

（１）�今後の取組の方針について�
アレルギー疾患は、その有病率の高さゆえに、国民の生活に多大な影響を及ぼしているが、現時点においても本態解明は十分では

なく、また、生活環境に関わる多様で複合的な要因が発症及び重症化に関わっているため、その原因の特定が困難であることが多い。�
一方、インターネット等にはアレルギー疾患の原因やその予防法、症状の軽減に関する膨大な情報があふれており、この中から、

適切な情報を選択することは困難となっている。また、適切でない情報を選択したがゆえに、科学的知見に基づく治療から逸脱し、
症状が再燃又は増悪する例が指摘されている。�

このような現状を踏まえ、国は、国民がアレルゲンの除去や回避を含めた重症化予防の方法、症状の軽減の方法等、科学的根拠に
基づいたアレルギー疾患医療に関する正しい知識を習得できるよう、国民に広く周知すること並びにアレルギー疾患の発症及び重症
化に影響する様々な生活環境を改善するための取組を進める。�

（２）�今後取組が必要な事項について�
ア� 国は、アレルギー疾患を有する児童等が他の児童等と分け隔てなく学校生活を送るため、必要に応じた適切な教育が受けられる

よう、教育委員会等に対して適切な助言及び指導を行う。また、国は、児童福祉施設、放課後児童クラブ、老人福祉施設、障害
者支援施設等を利用するアレルギー疾患を有する児童等、高齢者又は障害者に対する適切な啓発等について、地方公共団体に対
して協力を求める。�

イ� 国は、国民がアレルギー疾患の正しい理解を得ることができるよう、地域の実情等に応じた社会教育の場を活用した啓発について、
地方公共団体に対して協力を求める。�

ウ� 国は、地方公共団体に対して市町村保健センター等で実施する乳幼児健康診査等の母子保健事業の機会を捉え、乳幼児の保護者
に対する適切な保健指導や医療機関への受診勧奨等、適切な情報提供を実施するよう求める。�

エ� 国及び地方公共団体は、医療保険者及び後期高齢者医療広域連合（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）
第 48 条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。）に対して、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患やアレルギー疾患
の重症化予防、症状の軽減の適切な方法等に関する啓発及び知識の普及のための施策に協力するよう求める。�

オ� 国は、環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 16 条第 4 項に規定する施策を講ずることにより、環境基準（同法同条第�1�項に規
定する基準をいう。）が確保されるように努める。�

カ� 国は、花粉の飛散状況の把握等を行い、適切な情報提供を行うとともに、花粉の飛散の軽減に資するため、森林の適正な整備を図る。�
キ� 国は、地方公共団体と連携して受動喫煙の防止等を更に推進することを通じ、気管支ぜん息の発症及び重症化の予防を図る。�
ク� 国は、アレルギー疾患を有する者の食品の安全の確保のため、アレルギー物質を含む食品に関する表示等について科学的な検証

を行う。また、国は、食物アレルギーの原因物質に関して定期的な調査を行い、食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）に基づく
義務表示又は推奨表示の充実に努めるとともに、外食等に関する食物アレルギー表示については、関係業界と連携し、外食事業
者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供の取組等を推進する。食品関連業者は、表示制度を遵守し、その理解を図るた
め従業員教育等を行う。さらに、地方公共団体は、表示の適正化を図るため、都道府県等食品衛生監視指導計画（食品衛生法（昭
和 22 年法律第 233 号）第 24 条第 1 項に規定する計画をいう。）に基づき食品関連業者の監視等を実施する。�

ケ� 国は、関係学会等と連携し、アレルギー疾患の病態、診断に必要な検査、薬剤の使用方法、アレルゲン免疫療法（減感作療法）
を含む適切な治療方法、重症化予防や症状の軽減の適切な方法並びにアレルギー疾患に配慮した居住環境及び生活の仕方といっ
た生活環境がアレルギー疾患に与える影響等に係る最新の知見に基づいた正しい情報を提供するためのウェブサイトの整備等を
通じ、情報提供の充実を図る。�

�
第３�アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項�

（１）�今後の取組の方針について�
国民がその居住する地域に関わらず、等しくそのアレルギーの状態に応じて適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、

アレルギー疾患医療全体の質の向上を進めることが必要である。�
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具体的には、アレルギー疾患医療の専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師その他の医療従事者の知
識や技能の向上に資する施策を通じ、アレルギー疾患医療に携わる医療従事者全体の知識の普及及び技能の向上を図る。�

また、アレルギー疾患医療は、診療科が内科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、小児科等、多岐にわたることや、アレルギー疾患に携
わる専門的な知識及び技能を有する医師が偏在していることなどから、アレルギー疾患医療の提供体制に地域間格差が見られること
が指摘されている。このような現状を踏まえ、アレルギー疾患医療の提供体制の在り方に関する検討を行い、アレルギー疾患医療全
体の質の向上を図る。�

（２）�今後取組が必要な事項について�
ア� 国は、アレルギー疾患医療に携わる医師に対して、最新の科学的知見に基づく適切な医療についての情報を提供するため、地方

公共団体に対して、地域医師会等と協力し講習の機会を確保することを求める。また、関係学会に対して、アレルギー疾患に携
わる専門的な知識及び技能を有する医師等を講習に派遣し、講習内容を充実させるための協力を求める。�

イ� 国は、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師その他の医療従事者の育成を行う大学等の養成課程におけるアレルギー疾患に関す
る教育について、内容の充実を図るため関係学会と検討を行い、その検討結果に基づき教育を推進する。�

ウ� 国は、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師その他の医療従事者の知識の普及及び技能の向上を図るため、これらの医療従事者
が所属する関係学会等が有する医療従事者向け認定制度の取得等を通じた自己研鑽を促す施策等の検討を行う。�

エ� 国は、関係学会等がウェブサイトに掲載しているアレルギー疾患に携わる専門的な知識及び技術を有する医療従事者並びにアレ
ルギー疾患医療に係る提供機関の情報について、ウェブサイト等を通じ、患者やその家族、医療従事者向けに提供する。�

オ� 国は、アレルギー疾患を有する者が居住する地域に関わらず、適切なアレルギー疾患医療や相談支援を受けられるよう、アレルギー
疾患医療の提供体制の在り方に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。�

カ� 国は、アレルギー疾患医療の提供体制の更なる充実を図るため、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人
国立病院機構相模原病院等アレルギー疾患医療の全国的な拠点となる医療機関及び地域の拠点となる医療機関のそれぞれの役割
や機能並びにこれらの医療機関とかかりつけ医との間の連携協力体制に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備
する。�

キ� 国は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構相模原病院を中心とする医療機関の協力のも
と、最新の科学的知見に基づく適切な医療に関する情報の提供、アレルギー疾患医療に関する研究及び専門的な知識と技術を有
する医療従事者の育成等を推進する。�

ク� アレルギー症状を引き起こす原因物質の特定は困難なことが多く、容易に診断ができない場合がある。国は、正確な診断とそれ
に基づく適切な重症化予防や治療が行われるよう、原因物質の特定や専門的な医療機関と関係団体との連携による情報の共有を
図るため、アレルギー症状を引き起こした可能性のある成分を適切かつ効率的に確保及び活用するための仕組みについて検討す
る。�

�
第４�アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項�

（１）�今後の取組の方針について�
アレルギー疾患に係る根治療法の開発及び普及が十分でないため、アレルギー疾患を有する者は、多くのアレルギー疾患以外の慢

性疾患を有する者と同様に、長期にわたり生活の質が損なわれる場合がある。アレルギー疾患は、その有病率の高さ等により、社会
全体に与える影響も大きいが、発症並びに重症化の要因、診療・管理ガイドラインの有効性及び薬剤の長期投与の効果並びに副作用等、
未だに明らかになっていないことが多い。これら諸問題の解決に向け、疫学研究、基礎研究、治療開発（橋渡し研究の活性化を含む。）
及び臨床研究の長期的かつ戦略的な推進が必要である。�

アレルギー疾患は、最新の科学的知見に基づいた治療を行うことで、症状のコントロールがある程度可能であるが、診療科が、内科、
皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、小児科等、多岐にわたることや、アレルギー疾患に携わる専門的な知識及び技能を有する医師の偏在等
により、その周知、普及及び実践が進んでいない。最新の科学的知見に基づくアレルギー疾患医療の周知、普及及び実践の程度につ
いて、適切な方法で継続的に現状を把握し、それに基づいた対策を行うことで、国民が享受するアレルギー疾患医療全体の質の向上
を図る。�

（２）�今後取組が必要な事項について�
ア� アレルギー疾患の罹患率の低下並びにアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減を更に推進するためには、疫学研究による

アレルギー疾患の長期にわたる推移（自然史）の解明等良質なエビデンスの蓄積とそれに基づく定期的な診療・管理ガイドライ
ンの改訂が必要であり、国は、関係学会等と連携し、既存の調査、研究を活用するとともに、アレルギー疾患の疫学研究を実施
する。また、地方公共団体の取組や患者数、死亡者数の増減などを長期にわたり把握することで、基本指針に基づいて行われる
国の取組の効果を客観的に評価し、国におけるより有効な取組の立案につなげる。�

イ� 国は、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のみならず、アレルギー疾患に起因する死亡者数を減少させるため、ア
レルギー疾患の本態解明の研究を推進し、アレルゲン免疫療法（減感作療法）をはじめとする根治療法の発展及び新規開発を目
指す。�

ウ� 国は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構相模原病院その他の専門的なアレルギー疾患医
療の提供等を行う医療機関と臨床研究中核病院等関係機関との連携体制を整備し、速やかに質の高い臨床研究や治験を実施し、
世界に先駆けた革新的なアレルギー疾患の予防、診断及び治療方法の開発等を行うとともに、これらに資するアレルギー疾患の
病態の解明等に向けた研究を推進するよう努める。�

エ� 国は、疫学研究、基礎研究、治療開発及び臨床研究の中長期的な戦略の策定について検討を行う。�
�
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第５�その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項�
（１）�アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のための施策に関する事項

ア�　国は、アレルギー疾患を有する者への対応が求められることが多い保健師、助産師、管理栄養士、栄養士及び調理師等（以下「保
健師等」という。）がアレルギー疾患への対応に関する適切な知見を得られるよう、地方公共団体に対して、関係学会等と連携し
講習の機会を確保することを求める。�

イ� 国は、保健師等の育成を行う大学等の養成課程におけるアレルギー疾患に対する教育を推進する。�
ウ� 国は、保健師等のアレルギー疾患に係る知識及び技能の向上に資するため、これらの職種に関連する学会等が有する認定制度の

取得等を通じた自己研鑽を促す施策等の検討を行う。�
エ� 国は、財団法人日本学校保健会が作成した「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」及び文部科学省が作成した「学

校給食における食物アレルギー対応指針」等を周知し、実践を促すとともに、学校の教職員等に対するアレルギー疾患の正しい
知識の習得や実践的な研修の機会の確保等について、教育委員会等に対して必要に応じて適切な助言及び指導を行う。児童福祉
施設や放課後児童クラブにおいても、職員等に対して、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（平成 23 年 3 月 17 日付
け雇児保発 0317�第�1�号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）等既存のガイドラインを周知するとともに、職員等に対
するアレルギー疾患の正しい知識の習得や実践的な研修の機会の確保等についても地方公共団体と協力して取り組む。また、老
人福祉施設、障害者支援施設等においても、職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の啓発に努める。�

オ� 国は、アレルギー疾患を有する者がアナフィラキシーショックを引き起こした際に、適切な医療を受けられるよう、教育委員会
等に対して、アレルギーを有する者、その家族及び学校等が共有している学校生活管理指導表等の情報について、医療機関、消
防機関等とも平時から共有するよう促す。�

カ� 国は、アレルギー疾患を有する者がアナフィラキシーショックを引き起こした際に、必要となるアドレナリン自己注射薬の保有
の必要性や注射のタイミング等の当該注射薬の使用方法について、医療従事者が、アレルギー疾患を有する者やその家族及び関
係者に啓発するよう促す。�

キ� 国は、アレルギー疾患を有する者が適切なアレルギー疾患医療を受けながら就労を維持できる環境の整備等に関する施策を検討
する。�

ク� 国は、関係学会等と連携し、アレルギー疾患を有する者やその家族の悩みや不安に対応し、生活の質の維持向上を図るため、相
談事業の充実を進める。�

ケ� 国は、関係学会等と連携し、アレルギー疾患を有する者を含めた国民が、アレルギー疾患を有する者への正しい理解のための適
切な情報にいつでも容易にアクセスできるようウェブサイト等の充実を行う。�

（２）�地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進�
ア� 地方公共団体は、アレルギー疾患対策に係る業務を統括する部署の設置又は担当する者の配置に努める。�
イ� 地方公共団体は、地域の実情を把握し、医療関係者、アレルギー疾患を有する者その他の関係者の意見を参考に、地域のアレルギー

疾患対策の施策を策定し、及び実施するよう努める。�
（３）災害時の対応�

ア� 国及び地方公共団体は、平常時において、関係学会等と連携体制を構築し、様々な規模の災害を想定した対応の準備を行う。�
イ� 国は、災害時において、乳アレルギーに対応したミルク等の確実な集積と適切な分配に資するため、それらの確保及び輸送を行

う。また、国は、地方公共団体に対して防災や備蓄集配等に関わる担当部署とアレルギー疾患対策を担当する部署が連携協力の上、
食物アレルギーに対応した食品等の集積場所を速やかに設置し、物資の受け取りや適切なタイミングで必要な者へ提供できるよ
う支援する。�

ウ� 国及び地方公共団体は、災害時において、関係学会等と連携し、ウェブサイトやパンフレット等を用いた周知を行い、アナフィ
ラキシー等の重症化の予防に努める。�

エ� 国及び地方公共団体は、災害時において、関係団体等と協力し、アレルギー疾患を有する者、その家族及び関係者並びに医療従
事者向けの相談窓口の設置を速やかに行う。�

（４）�必要な財政措置の実施と予算の効率化及び重点�
国は、アレルギー疾患対策を推進するため、本指針にのっとった施策に取り組む必要があり、それに必要な予算を確保していくこ

とが重要である。�
その上で、アレルギー疾患対策を効率化し、成果を最大化するという視点も必要であり、関係省庁連絡会議等において、関係府省

庁間の連携の強化及び施策の重点化を図る。�
（５）�アレルギー疾患対策基本指針の見直し及び定期報告�

法第 11 条第 6 項において、「厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境
その他のアレルギー疾患に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アレルギー疾患対策基本
指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。」とされている。�

本指針は、アレルギー疾患を巡る現状を踏まえ、アレルギー疾患対策を総合的に推進するために基本となる事項について定めたも
のである。国は、国及び地方公共団体等が実施する取組について定期的に調査及び評価を行い、アレルギー疾患に関する状況変化を
的確に捉えた上で、厚生労働大臣が必要であると認める場合には、策定から五年を経過する前であっても、本指針について検討を加え、
変更する。�

なお、アレルギー疾患対策推進協議会については、関係府省庁を交え、引き続き定期的に開催するものとし、本指針に定められた
取組の進捗の確認等、アレルギー疾患対策の更なる推進のための検討の場として機能させるものとする。�













日本アレルギー友の会　50年のあゆみ
2020年3月16日　発行

編集・発行 認定 NPO 法人 日本アレルギー友の会
 〒135-0002  東京都江東区住吉 2-6-5　インテグレート村上ビル 3F 
 TEL：03-3634-0865　FAX：03-3634-0850
 E-mail：j-allergy@nifty.com
 URL  http://allergy.gr.jp/  

協　　　力 社会福祉法人 同愛記念病院
印刷・製本 株式会社光陽メディア

あとがき

　当会の事務所には「あおぞら」創刊号から直近の580号まで全部が保管されています。

今回50周年記念誌の編集を進めるにあたり、創刊号から読んでみますと、喘息の治療法

が限られる中、患者は壮絶な苦しみを抱え、医師も悩みながら治療している当時の状況や、

当会の設立の過程から、どのようにして患者に寄り添った活動をしてきたか、患者が必要

としているものが何かが、克明に記載されていることがわかりました。この貴重な資料を

事務所内で眠らせておくのではなく、多くの関係者に広く知っていただきたいと強く感

じ、「あおぞら」の講演録と体験談を中心に50年のあゆみを作成することにしました。

　講演録を読むと、医師の指示通りに薬を飲んでいればよいと言われる時代に、その当時

から渡辺勝之延先生は患者が病気や薬の知識を持ち、セルフコントロールすることの大切

さを提唱していました。これは現在の喘息やアトピー性皮膚炎の治療にも通じるものです。

　また創刊からの体験談は大量にあり、どれもその方の壮絶な苦しみが描かれていて、載

せたいものばかりでしたが、当時の治療や患者の様子がわかるものを抜き出しました。体

験者の言葉はひとつひとつが重く心に響くものになっていますし、同じ患者として共感

できるものだと思います。「友の会50年のあゆみ」が振り返りと共に、今後のアレルギー

疾患対策に係る予防・治療・啓発活動に何らかのお役に立つことを願っています。

　

　最後になりましたが、限られた時間の中で膨大な量の読み込み、内容の把握・編集には、

多くのスタッフ、当時の状況を知る先輩・関係者のご支援・ご協力のお蔭と茲に改めて深

く感謝いたします。

　
創立50周年記念誌編集委員会

　編集委員一同
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