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沖縄地方は亜熱帯に属するため,他県とは気
候,動植物の分布等異なる点が多い.これらの
環境因子が気管支噌息(以下,噛息)の疾病像
に如何なる影響をおよぼしているか興味がもた
れる.これらの点について多面的に調査を行っ
てきたが1)2)3)今回は鴨息患者140例に対し,問
診票による調査を行い,沖縄における噛息の疾
病像を検討したので,その成績と若干の考察を
のべる.
対象と調査方法
対象は昭和56年4月から同57年11月までに当
科で診療中の噛息患者および検査のため紹介さ
れた患者の計140例(男64例,女76例)である.
職息の診断は問診,理学的所見,臨床検査所見
等を総合して行った.対象の年令分布は, 0‑
9才3例(男2,女1), 10‑19才20例(男8,
女12) , 20‑29才30例(男14,女16 , 30‑39
才29例(男10,女19) , 40‑49才19例(男9,
女10上 50‑59才21例(男14,女7 , 60‑69
才11例(男5,女6), 70‑79才7例(男2,
女5)であった. 15才未満の小児は8例(男3,
女5)のみであった.
調査方法は,大別して14項目からなる問診票
を患者白身に記入してもらい,回収のさいに確
認,補足するか,または直接に問診を行い記入
する方法をとった.今回は質問項目のうち,寡
族歴,既往歴,初発の年令.季節・誘因,好発
季節,喫煙歴,発作のおこr)方,発作の誘因,
非発作時の状態等について集計を行い検討した.
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1.家族歴
3親等およびいとこまで含めた家族歴の中で,
アレルギー性疾患は喋息が最も多く, 68.6%で
あった.これを詳細に検討すると1親等で37.9
%, 2親等までで58.6%, 3親等までで65.7%
であった.アレルギー性鼻炎は40.0%であった。
尋麻疹,湿疹,薬診は問診での調査であるため
必らずLも確実な診断とはいえないが,その中
で毒麻疹は15.0%と比較的高率であった.何ら
かのアレルギー性疾患に罷患している率は78.6
%に及んだ(図1) .
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2.既往歴および合併症
過去に罷思した疾患または現在合併している
疾患をみると,アレルギー性鼻炎が最も多く57.1
%にのぼっている.ついで小児喋息(いわゆる
職息性気管支炎を含む)が28.6% (15才以上132
例のうち) ,尋麻疹21.4%,アレルギー性結膜
炎17.1%の順であった.これらのアレルギー性
疾患のいずれかをもつものは76.4%と高かった.
かぜをひきやすいと答えたものが62.9%にみら
れた(図2).
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図2 既往歴および合併症.

70才〜

15才以上の132例のうち, 15才未満で噌息が
発症したものが40例(30.3%)であった. 40例
のうち小児期の噌息からひきつづいておこって
いる例が28例(21.2%)であった.一方,小児
期に発症した職息がいったん寛解し,ある期間
ののち再発した例が12例(9.1% もみられた.
表1に12例の詳細を示した.男9例,女3例で
あった.寛解した年令は3‑15才(平均8.8才)
であった.寛解から再発までの期間は6‑44年
(平均22.8年)であった.
表1 長期間の寛解後に再発した症例
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月を冬と答えたものがあったため,季節と月を
別々に集計した.また季節は春,梅雨,夏,秩,
冬にわけた.約%が秋に初発し,春,冬がこれ
についで多かった.月別にみると, 10月に19.8
%と最も多く, 11月と3月の13.6%, 5月12.3
%の順となっている. 3‑5月を春
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で夏は最も少なく12.3%であった(図4).
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3.噛息発作の初発年令
症例数が少いため,男女別, 10才年令階級別
に区分した.対象患者はほとんど成人なので,
男女とも20‑29才の発症が多く,女は10‑19才,
40‑49才での発症が男に比べて多くみられた
(図3).
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5.鴨息発作初発の誘因
噌息初発の誘因としては,かぜが最も多く59
例(42.1%) ,ついで過労9例(6.4%),寒冷
6例(4.3%)であった.その他,妊娠中の初
発が5例,アスピリン,飲酒によるもの各2例
であった.台風,むし暑さ,セメント粉末吸入,
農薬吸入等によるものもそれぞれ1例ずつであ
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8.鴨息発作のおこt)万

6.噛息発作の好発時期
噛息発作がおこりゃすい季節,または喋息発

男性ではくしゃみ,鼻水等のアレルギー性鼻

作が増悪する時期は秋が最も多く47.1%,春

炎の症状からはじまるものが最も多く31.3%,

39.3%,冬20.7%であった.夏は黄も少なく

咳からはじまるもの,鴨息からはじまるものが

7.1%であった. 1年中発作があるものや,と

それぞれ26.6%であった.女性では咳からはじ

くに季節による差がないと答えたものが12.9%

まるものが44.7%と最も多く,くしゃみからは

であった.これを月別にみると, 11月が23.6%

じまり咳,噛鳴,呼吸困難‑と進むものが28.9

と最も多く,ついで10月20.7%, 3月20.0%,

%,ロ削島からはじまるものが15.」であった.

4月17.9%の順で多かった. 3‑5月を春, 6‑

その他の項には,眼症状や咽頭症状からはじま

8月を夏, 9‑11月を秋, 12‑2月を冬とする

るものも含まれる(図7).

と,秋が52.1%と最も多く,ついで春45.7%,
冬28.6%であr主

夏は5.7%と明らかに少なか

った(図5).
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7.喫煙歴
喫煙の有無を20才以上でみると,現在喫煙し
ているものは男性で61.1%におよび,女性でも
17.5%が喫煙者であった(図6).

9.発作の誘因
発作をひきおこす誘因には種々のものがあり,
気象条件,身体条件,吸入性誘因,感冒,食物
等にわけて間扮した.
(1)気象条件
男女とも,気候のかわりめに発作がよくおこ
ると答えたものが貴も多かった(男女で68.6%).
急に冷えた時 59.3% ,雨の前 37.9%)と
多く,湿度が急にかわった時(ムシムシした時)
(26.4%) ,台風の前(20.7%)にも発作がお
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臭いによるものもあった(図10).
タバコ

こりゃすくなっている(図8).

(2)身体条件
男女とも過労によって発作が誘発されるもの
が多く,男54.7%,女60.5%であった.ついで
運動後におこるものが,男29.7%,女26.3%で
あった.また,男では飲酒の機会が多く 32.8
%で発作が誘発されている.過食による発作誘
発も多く,男で31.3%,女で21.1%であった.
ついで不眠は男で23.4%,女で18.4%に発作を
誘発している.月経時または月経前後で発作が
よくおこると答えたものが13.2%であった.不
安,緊張,怒り等の精神的因子による発作の誘
発も10‑15%にみられ重要である(図9).
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(4)感

冒

感冒は男の73.4%,女の81.6%が発作の誘因
になると答えている.これは前項の過労となら
んで発作の誘因として重要なものである(図11).
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(5)食

物

食物で発作が誘発されるものが,男で12.5%,
女で17.1%にみられた.発作を誘発する食物を
多い順に列挙すると図の如くであるが,とくに
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図9 発作の誘因(身体条件)

60%

魚類,肉瓶,乳製品,卵等は誘因というより,
むしろアレルゲンとして発作をきたす可能性が
ある(図12).

沖縄地方の気管支噌息
食物で発作
が誘発される
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10.非発作時の状態
これは合併症の中で発作と関係のない症状を
示したもので,くしゃみ,鼻水,鼻づまり等の
アレルギー性鼻炎の症状をもつ例が男で"43.8%,
女44.7%にみられた.またアトピー性皮膚炎,
湿疹,毒麻疹,薬疹等の皮膚疾患は,男で14.1
%,女で9.2%にみられた.咳轍は合併症でな
く噌息発作そのものである可能性がある.発作
のない時に塔煤が出ると訴えたものが約16%に
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図13 非発作時の状態
った.噌息に限って家族歴を詳細にみると, 1
親等に噌息をもつものが37.9%と高く, 3親等
までみると65.7%におよんでいる.これは正常
人における噌息の家族歴保有率4)がおよそ7 ‑
20%であることと比較すると著しく高い.光井,

みられた.発作がない時は健康人と差がなく,
息切れもしないと答えたものが,男87.5%,女
85.5%であった.噛息発作がない時でも軽度の
息切れがあると答えたものは,男女それぞれ
10.9%, ll.8%で,中等度の息切れを訴えるも
のが男1.6%,女3.9%であったが,これは肺気

城5)は濃厚な家族集積性をもつ家系を報告して

腫または慢性気管支炎等を合併しているための
症状と考えられる.しかし,慢性型噌息で発作
が軽度のものも含まれている可能性がある(図

きく関与するといわれるが,遺伝の形式につい

いる.また1卵性双生児の症例6)7)も報告されて
おり,噌息が遺伝素因の濃厚な疾患であること
を示している.噌息の遺伝性については古くか
ら研究されている.遺伝するのはアトピー素因
であり,疾患発症には局所因子や環境因子が大
ての結論はえられていない.最近はアトピー素
因とヒト組織適合抗原

HLA

との関係やIg

E値,気道過敏性と遺伝との関連等も研究され

13).

ているが一定した見解はない苧)
考

察

ロ乱息の合併症としては,類似の機序によって
おこる他のアトピー性疾患が最も多い.奥田9)

職息は遺伝素因が浪序といわれ,とくにアト

は,噌息に合併する鼻アレルギーは成人で59.4

ピー型の場合,近い親族にはmajor allergyであ

%,小児で75.0%と報告している.皮膚疾患の

る職息,アレルギー性鼻炎,アトピー性皮膚炎,

既往について水谷ら10)によれば,成人で毒麻疹

毒麻疹に躍思しているものが多いといわれる.

19.9%,湿疹11.2%,かぶれ1.5%,ストロフル

3親等以内の家族のmajor allergy歴は報告者に
よって異なり,およそ34%‑78%と報告されて

ス5.9%

いる竺)今回の調査成績でも78.6%と高頻度であ

今回の集計も同様の成績であった.皮膚アレル

皮膚疾患総計45.5%)であり.石崎

らll)は葺麻疹36%,湿疹14%と報告しており,
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ギ‑は噛息と交互に出現するといわれるが,必
らずLもそうではなく,赤坂12)は合併型10.2%,
交代型13.6%,移行型15.3%,.無関係33.9%,
その他27.1%と報告している.
眼の合併症としてはアレルギー性結膜炎と春
季カタルがあり,嘱息に先行または合併する.

%)が寛解しており

79.8%は7オ〜16才に無

発作になり,ほぼ寛解も24.3%にみられたとい
う.このように小児職息の予後は比較的良好で,
成人噛息にまでもちこす例は少ないことがわか
る.
一方,再発も重要な問題である.今回の集計

今回の問診からは,これらを鑑別することは困
難であり,アレルギー性結膜炎として一括した
が他のアレルギーに比べて頻度は高くなかった.
副鼻腔,鼻腔の炎症は,そこに生育する菌が
アレルゲンとして噌息の原因になるか,または
合併する気管支病変から感染型噌息へ発展する

140例のうち15才以上は132例であったが,その

ことも考えられ重視されているが,今回の集計
では副鼻腔炎の合併は10%であった.
かぜをひきやすいと答えたものが62.9%と高
率であった.松村占co小児職息の調査でも376
例中294例(78.2% が感冒にかかりやすい傾向

はむつかしく,寛解とよばれるゆえんである.

であり,対照と有意差があったという.水谷ら14)
の′ト児噌息の調査でも76.5%が感冒羅息傾向
にあったとしている.感冒の症状はアレルギー
性鼻炎や鳴息の初期または軽い発作と混同され
ている可能怪もあるが, Hudgelら15)によると,
噌息の職嶋の悪化時に11%のウイルス感染がみ
られたが,非悪化時にも3.3%にウイルス感染
が認められており,職息においてウイルス感染

は最も少ない.今回の成績も同様であった.初

がおこりゃすい背景因子の存在が示唆される.
噌息の合併症として肺気腫,慢性気管支炎が予
後を悪化させる重要な因子であり,高令者の噌
息で,これらの合併頻度が高くなっている王6)
問診からこれらの疾患を診断することは危険で
あり,今回はこれらの疾患の合併の問題につい
てはとりあげなかった.
職息の初発は圧倒的に幼児期に多いことが知
られている.水谷(氏)ら14)によると晴息の初
発年令は男女とも1才がピークで, 3才までに
74.5%, 5才までに 5.7%が発病している.松
村ら13)の集計でも5才までに77.9%が発病して
いる.今回の集計は,ほとんど15才以上であり,
小児噌息の多くが15才前後までに寛解するため,
この傾向は把握できなかった.
富久尾17)は小児職息の長期予後成績を検討し
ている.これによると524例のうち205例(39.1

うち12例は小児期の鴨息が寛解して長期間を経
過してのち再発した例であった.その寛解期間
は6年から44年におよび, 12例中8例が20年
以上寛解後の再発であった.全例アトピー型で
ある.従って嘱息の場合,治癒と判断すること
鳴息発作の初発季節について,水谷ら10)は秋
が最も多く24.7%,ついで春20.0%,冬17.3%
と報告している.水谷(民)ら14)によると秋の
初発が33.0%と多く,春20.6%,冬18.2%で夏
発季節は後述の好発時期と同じ傾向を示した.
初回発作の誘因は感冒によるものが最も多く,
過労,寒冷,妊娠による誘発も多い.中山ら18)
の報告でも感冒につづく初回発作が78.8%と多
い.また水谷ら10)によると,妊娠,出産が初回
発作の誘因になったものは, 10才以後発症677
例のうち8例にみられる.妊娠による内分泌機
能等の内的環境の変化が鳴息の発症に大きな影
響をおよぼすことが考えられる.なお,再発の
誘因も感冒によるものが多かった.感冒と噌息
発作との関連については後述する.
喋息の好発季節は秋で,石崎ら11)によると10
月, 9月, 11月によくおこる.水谷(氏)ら14)中
村19)の報告も同様である.石崎ら11)は6月に
も小さなピークを認め,松村ら13)の成績でも秋
についで梅雨に好発している.沖縄地方でも,
やはり秋に多発しついで春に多い.月でみると
11月, 10月, 3月, 4月の順に多い.夏には発
作がおこりにくい.他県では,発作の少ないの
は7月, 8月の2か月間であるが言中縄ではや
や長く, 6月から8月までの3か月開発作が減
少する.これは梅雨が本土各県より約1か目
早いことと関連があると思われる.この傾向は
他の調査1)でもみられた.岡谷20)は秋の噛息発

沖縄地方の気管支鴨息
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作の増加が高気圧性循環と密接に相関している

れは前日との負の温度差に左右され,寒冷刺激

と述べている.
今回の集計で,喫煙者が予想外に多いことが
注目される.大気汚染は喋息発症の重要な因子

が最も重要であるという.一方,岡谷20)は個体
側の要因を重視し,秋は個体がまだ寒冷刺激に

の一つといわれる.また, Gerrardら21)による

るために発作をおこしやすいと述べている.

と,肺機能が正常な,喫煙者と非喫煙者とを比

十分適応しきれず,自律神経機能が失調してい
身体的条件では,他の報告と同様に,過労に

較すると,ヒスタミン吸入試験で,喫煙者にお

よる誘発が圧倒的に多く,運動後がこれについ

いて有意に気道過敏性が高いという.喫煙が気

で多い.水谷ら10)によると,小児では運動によ

道過敏性の高い噌息患者において発作を誘発す

る発作誘発が多く,成人では過労による誘発が

るのは当然であり,厳につつしむべきであろう.

多いという.今回の調査対象も成人がほとんど

発作のおこり方では,咳から始まり鴨息,場

なので同様の結果といえる.過食,不眠もよく

合によっては呼吸困難に至るタイプが最も多か

発作をおこし,男性では飲酒で誘発される.月

った.とくに女性では圧倒的にこのタイプが多
いが,その理由は明らかでない.ついでアレル

経による発作の誘発は,水谷ら10)によると25.2
%である Freeman&Johnson26'によると,月

ギー性鼻炎の症状から始まるものが多かった.

経による悪化が12%,改善が18%にみられたと

これは噌息の合併症としてアレルギー性鼻炎か

いう.このように性腺機能が喋息におよぼす影

57.1%にみられることからも理解できる.しか

響は一定していない.

し誘因として最も多い感冒との鑑別は困難であ
る.

喋息発作の誘因には諸種の外的または内的要
因がある.
気象条件では,気候のかわりめに発作がおこ
る場合が圧倒的に多い.ついで急に冷えた時,
雨の前,湿度が急にかわった時に多発する,こ
れらの傾向は中村19)川上ヲ2)松村ら13)の調査でも
みられる.
根本23)は瑞息発作と気象との関連において高
気圧性循環が重要であると述べ,また台風と発
作との関連では,台風が接近する前の高気圧に
おおわれている場合に発作が増加し,台風が接
近して暴風雨になると,むしろ発作はおさまる
ことを観察した.このような高気圧下では気温
の逆転がおこり,塵填,花粉,真菌などのアレ
ルゲンが地表附近に停滞し,発作をおこす好尭
件であるという.また,高気圧性循環が喋息発
作におよばす影響は台湾でも同様であるというヲ4)
しかし,小さい島で高い山がなく周囲が海洋に
囲まれ,かつ風の強い日が多い沖縄で,塵境や
アレルゲン等が空中に停滞する気象条件があり
うるか居か今後検討したい.石崎ら25)はさらに
詳細に気象要因と発作との関係を分析し,天候
不定と雨の日に多発する傾向を認め,さらにこ

精神的ストレスが発作を誘発することもよく
知られている.吾郷ら27)によれば,複雑,深刻
化した心理社会的因子が噌息の重症化に関与し
ているといわれる.
吸入性誘因としてはゴミ,タバコの煙が最
も多い.水谷(氏)ら14)の調査でもタバコの煙と
家の中のホコリで誘発されることが多い.後者
は‑ウスダスト,とりわけダニの吸入によって
アトピー機序を介して発作をおこしている可能
性が強い.殺虫剤スプレーや蚊取線香などの強
いにおいも非特異的刺激となって発作をおこし
うる.

感冒がよく噛息発作を誘発することは周知の事
実である. Littleら28)によると,インフルエンザA
感染によって一過性に気道過敏性の元進がみら
れるという. Aquilinaら29)は,上気道のウイル
ス感染のさいに,乾燥,冷却下での運動によっ
て気道過敏性が冗進すると述べている. Stempel
& Boucher30'のReviewによれば,ウイルスやマ
イコプラズマ感染は気道の上皮を破壊し,元進
した蛋白抗原の粘膜透過性は発作を増加させ,
さらに吸入された気管支収縮性物質を気道壁の
effecter siteに運びやすくし,誘発に対して過
剰反応を示すようになるという.
発作を誘発しやすい食物には,魚貝類,卵,

金城 勇徳 ほか
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乳製品のように特異的なアレルゲンになりうる
ものと,香辛料等の刺激物,冷たい飲物のよう
に非特異的に作用するものに大別できるようで
ある.
職息発作のない時期での症状では10%以上
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Bronchial Asthma in Oki血aWa

Study on Feature of the Disease by Questionnaire

Yutoku Kinjo, Katsuyoshi Shimoji, Hiroshi Tomiyama, Hiroshi Kaneshima,
Masahito Urasaki, Masao Nakatomi and Kazumine Kobari
First Department of Medicine, School of Medicine, University of the Ryukyus
We have studied 140 patients with bronchial asthma by questionnaire on family anamnesis,
complications, past history, onset of asthma attack, seasonal variation and precipitating factors.

1. Amongclose relatives of the patient, those with asthma were found in 68.6%
with any type of allergic disease in
2. Allergic rhinitis was seen in 57.1%
asthma in childhood and

76.4%

and those

78.6%.
of the patients as complication, 28.6%

of them had

any type of allergic disease.

3. Important provocation factors of the initial attack seemed to be coldness and weariness.
The period of remission was long term in 12 cases(6‑ 44years).
4. Asthma attack occured more frequently in autumn and spring. Attack has remarkably
decreased during the period between June and August, which is longer than in themain
land of Japan.
5. It wasnoted that change of the climate such as coldness, cloudy weather before rain etc.,
dusts, overwork, physical exertion, exhaustion, overeating, drinking and smoking could be
common precipitating factors.

