
　池田　まず、質問にありますダニ、
カビとか、環境の問題についてお話を
いただければと思います。
　灰田　非アトピー型といわれている
方たちは、ダニとか、カビとか、何か
そういう特別なアレルゲンに反応して
いないといわれておりますが、患者さ
んをよく観察しておりますと、こうい
った非アトピー型であったとしても、
スギ花粉のシーズンになるとくしゃみ、
鼻水が出たり、大掃除や引っ越をした
りすると、ぐあいが悪くなる方がおり
ます。

　こういった方を、不思議に思いまし
て、調べたことがありますが、非アト
ピー型といわれている方の場合でも、
リンパ球刺激試験などで調べてみます
と、ダニで刺激したり、スギで刺激し
たりしますと、喘息の全くない方より
も、反応性が上がっている場合があり
ました。つまり、IgEが高くなかった
り、皮膚テストで陰性だからといって
も、これらの患者さんが全くアレルゲ
ンに反応していないかというと、必ず
しもそういうことでもないような印象
があります。

感染性気管支喘息

半蔵門病院副院長
灰　田　美知子

（聞き手　池田志斈）

　感染性気管支喘息と環境整備についてご教示ください。
　気管支喘息の環境整備については、環境抗原の除去の観点から、ダニ抗原、
真菌抗原の除去を目的とした室内の清掃、布団・枕の洗浄、カーペットの除去、
床をフローリングにする、ぬいぐるみの洗浄等がいわれています。また、動物
に対しアレルギーのある場合、ペットを飼育しないこともいわれています。し
かし、成人喘息でよくみられる非特異的IgEも特異的IgE抗体も全く上昇してい
ない感染性気管支喘息に対しては、環境整備はどのように指導したらよいでし
ょうか。また、その根拠はいかがでしょうか。
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患者さんの場合も、初めは私も何のこ
とか、よくわからなかったものの、よ
く調べましたら、歯磨き粉の中に黄色
５号が入っていました。点眼薬をつけ
るたびにぐあいが悪くなるといった方
も、防腐剤抜きの製剤に変えたらよく
なったということもあります。添加物
では亜硫酸酸塩も問題になりますが、
錠剤に使うデンプンなども問題になる
ので注意しましょう。これらはすべて
患者さんのおっしゃることによく耳を
傾けるということが一つヒントになる
のではないかと考えています。なお、
薬ではβ遮断薬、ACE阻害薬も問題を
起こすので注意が必要です。
　池田　いわゆる感染型という名前が
ありますが、上気道炎、風邪も含めた
感染症の関係はいかがでしょうか。
　灰田　当然のことながら、喘息の方
は風邪を引くと非常に悪くなることが
あり、RS、パラインフルエンザ、ライ
ノウイルスなどが問題になります。ア
トピー型であろうと、非アトピー型で
あろうと、感染に対してはけっこうひ
どい発作が出ることがありますので、
できるだけ上気道を中心とした感染症
は予防します。抗ヒスタミン薬を使う
と後鼻漏からくる咽頭炎、副鼻腔気管
支炎などを予防します。また、昔は、
インフルエンザの予防注射が喘息を誘
発するから、インフルエンザの予防注
射はしてはいけないと言われていまし
たが、最近はなるべくインフルエンザ

にかからないように、あらかじめ予防
注射を打っておこうという話になって
おります。
　ただ、実際問題として、インフルエ
ンザの予防注射で明らかにぐあいが悪
くなる方がいますので、そういう方に
対しては特別避けてさしあげる必要が
あると思います。普段は温度、湿度を
調節し、うがい、手洗いなどが大切で
す。
　池田　先ほどたばこについてもおっ
しゃっていましたけれども、いわゆる
嗜好物質、お酒、あるいは香辛料につ
いてはいかがでしょうか。
　灰田　お酒は明らかに浮腫を起こし
ます。のどと気管のあたりの浮腫は、
非常に危険になる場合があるので、特
に風邪ぎみのときはやめておきましょ
う。お酒を飲んで大発作を起こして、
若い方でも亡くなられた事例がありま
すので、そういった観点からもぜひ気
をつけていただきたいと思います。香
辛料についてはカプサイシンが咳を誘
発するので悪化要因となりますが、咳
によって痰を喀出しやすくなることも
あるので、逆に上手に利用する場合も
あります。
　たばこの場合は、直接喫煙に加えて、
もう一つ気をつけなければいけないの
は間接喫煙です。たばこ自体が刺激に
なって咳き込むというのは当然ありま
すが、実はたばこの煙というのは、間
接喫煙も非常に大きな問題となります。

　ですから、非アレルギー型、非アト
ピー型と判定されている方であったと
しても、年間通じてその方がどういっ
た状況で悪くなるかということをよく
観察したうえで、アレルゲン検査結果
に惑わされずに、本人が悪くなる状況
を上手に把握して、そこを指導してさ
しあげることが非常に大事ではないか
と考えております。
　池田　一般の喘息でも、いろいろな
薬剤、あるいは環境物質の影響を受け
やすいと思いますが、その辺はいかが
でしょうか。
　灰田　一般論として、喘息そのもの
が環境の影響を非常に受けやすいので
注意が必要です。例えば職業性喘息の
場合は、イソシアネートやクロムなど
の化学物質を狭い空間で大量に曝露さ
れたりということが問題となったりし
ますので、職業的に悪くなる方はそう
いった物質を避けるように指導しなけ
ればいけません。また、喘息の中には
化学物質過敏症とオーバーラップする
のではないかと思われる症例もありま
す。例えばヘアスプレーとか、たばこ
の煙、お線香、そういったもので反応
する方もたくさんおられます。こうい
う方は一般論としてこのような誘発物
質をある程度避けていただくというこ
とも大事になると思います。
　その他、気象条件なども問題となり
ます。気温が急に下がったり、低気圧
が来ると発作を起こしやすくなります

が、これはアトピー型でも非アトピー
型の方でも気をつける必要があります。
特に台風が来ると気圧が下がるので発
作を起こしやすくなります。雷雨など
も埃、大気汚染、吸入アレルゲンの増
加に寄与することがあります。
　食品添加物などもいろいろな種類の
ものがありますが、構造式が非ステロ
イド消炎剤（NSAID）に類似するもの
は、アスピリン過敏症の方を中心に発
作を起こす可能性が十分あります。
　特にアルコールの場合などでは、ア
ルコールそのものに反応している場合
もありますが、アルコール飲料の中に
含まれているサルファイトやサリチル
酸などの防腐剤に反応している可能性
もあります。また、わが国では喘息患
者の約半数がALDH遺伝子変異による
エタノール代謝障害で血中アルデヒド
が上昇して、ヒスタミンの遊離を促進
して喘息を悪化させるという報告もあ
ります。
　着色料も気をつける必要があります。
黄色５号などで発作を起こす方もおら
れますが、これは薬の錠剤などにも含
まれていますし、意外と多いのが歯磨
きの中などです。そういったことも含
めてよく観察してさしあげてください。
患者さんが時々奇異なことを言う場合
でもしばらく耳を貸してお話をうかが
っていると、それではっきりしてくる
ことがあります。
　歯磨きのたびに発作を起こすという
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患者さんの場合も、初めは私も何のこ
とか、よくわからなかったものの、よ
く調べましたら、歯磨き粉の中に黄色
５号が入っていました。点眼薬をつけ
るたびにぐあいが悪くなるといった方
も、防腐剤抜きの製剤に変えたらよく
なったということもあります。添加物
では亜硫酸酸塩も問題になりますが、
錠剤に使うデンプンなども問題になる
ので注意しましょう。これらはすべて
患者さんのおっしゃることによく耳を
傾けるということが一つヒントになる
のではないかと考えています。なお、
薬ではβ遮断薬、ACE阻害薬も問題を
起こすので注意が必要です。
　池田　いわゆる感染型という名前が
ありますが、上気道炎、風邪も含めた
感染症の関係はいかがでしょうか。
　灰田　当然のことながら、喘息の方
は風邪を引くと非常に悪くなることが
あり、RS、パラインフルエンザ、ライ
ノウイルスなどが問題になります。ア
トピー型であろうと、非アトピー型で
あろうと、感染に対してはけっこうひ
どい発作が出ることがありますので、
できるだけ上気道を中心とした感染症
は予防します。抗ヒスタミン薬を使う
と後鼻漏からくる咽頭炎、副鼻腔気管
支炎などを予防します。また、昔は、
インフルエンザの予防注射が喘息を誘
発するから、インフルエンザの予防注
射はしてはいけないと言われていまし
たが、最近はなるべくインフルエンザ

にかからないように、あらかじめ予防
注射を打っておこうという話になって
おります。
　ただ、実際問題として、インフルエ
ンザの予防注射で明らかにぐあいが悪
くなる方がいますので、そういう方に
対しては特別避けてさしあげる必要が
あると思います。普段は温度、湿度を
調節し、うがい、手洗いなどが大切で
す。
　池田　先ほどたばこについてもおっ
しゃっていましたけれども、いわゆる
嗜好物質、お酒、あるいは香辛料につ
いてはいかがでしょうか。
　灰田　お酒は明らかに浮腫を起こし
ます。のどと気管のあたりの浮腫は、
非常に危険になる場合があるので、特
に風邪ぎみのときはやめておきましょ
う。お酒を飲んで大発作を起こして、
若い方でも亡くなられた事例がありま
すので、そういった観点からもぜひ気
をつけていただきたいと思います。香
辛料についてはカプサイシンが咳を誘
発するので悪化要因となりますが、咳
によって痰を喀出しやすくなることも
あるので、逆に上手に利用する場合も
あります。
　たばこの場合は、直接喫煙に加えて、
もう一つ気をつけなければいけないの
は間接喫煙です。たばこ自体が刺激に
なって咳き込むというのは当然ありま
すが、実はたばこの煙というのは、間
接喫煙も非常に大きな問題となります。

　ですから、非アレルギー型、非アト
ピー型と判定されている方であったと
しても、年間通じてその方がどういっ
た状況で悪くなるかということをよく
観察したうえで、アレルゲン検査結果
に惑わされずに、本人が悪くなる状況
を上手に把握して、そこを指導してさ
しあげることが非常に大事ではないか
と考えております。
　池田　一般の喘息でも、いろいろな
薬剤、あるいは環境物質の影響を受け
やすいと思いますが、その辺はいかが
でしょうか。
　灰田　一般論として、喘息そのもの
が環境の影響を非常に受けやすいので
注意が必要です。例えば職業性喘息の
場合は、イソシアネートやクロムなど
の化学物質を狭い空間で大量に曝露さ
れたりということが問題となったりし
ますので、職業的に悪くなる方はそう
いった物質を避けるように指導しなけ
ればいけません。また、喘息の中には
化学物質過敏症とオーバーラップする
のではないかと思われる症例もありま
す。例えばヘアスプレーとか、たばこ
の煙、お線香、そういったもので反応
する方もたくさんおられます。こうい
う方は一般論としてこのような誘発物
質をある程度避けていただくというこ
とも大事になると思います。
　その他、気象条件なども問題となり
ます。気温が急に下がったり、低気圧
が来ると発作を起こしやすくなります

が、これはアトピー型でも非アトピー
型の方でも気をつける必要があります。
特に台風が来ると気圧が下がるので発
作を起こしやすくなります。雷雨など
も埃、大気汚染、吸入アレルゲンの増
加に寄与することがあります。
　食品添加物などもいろいろな種類の
ものがありますが、構造式が非ステロ
イド消炎剤（NSAID）に類似するもの
は、アスピリン過敏症の方を中心に発
作を起こす可能性が十分あります。
　特にアルコールの場合などでは、ア
ルコールそのものに反応している場合
もありますが、アルコール飲料の中に
含まれているサルファイトやサリチル
酸などの防腐剤に反応している可能性
もあります。また、わが国では喘息患
者の約半数がALDH遺伝子変異による
エタノール代謝障害で血中アルデヒド
が上昇して、ヒスタミンの遊離を促進
して喘息を悪化させるという報告もあ
ります。
　着色料も気をつける必要があります。
黄色５号などで発作を起こす方もおら
れますが、これは薬の錠剤などにも含
まれていますし、意外と多いのが歯磨
きの中などです。そういったことも含
めてよく観察してさしあげてください。
患者さんが時々奇異なことを言う場合
でもしばらく耳を貸してお話をうかが
っていると、それではっきりしてくる
ことがあります。
　歯磨きのたびに発作を起こすという
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もともとパニック障害を合併していら
っしゃる方は、そういったことをきち
っと患者さんの意識の中でも正しく鑑
別できるように指導しないと、無駄に
点滴を受けたりする場合がけっこうあ
ります。
　パニック障害でなかったとしても、
過労とかストレスが続きますと、生活
に余裕がなくなります。そのために病
院受診をあきらめてしまったり、来ら
れなくなってしまったり、きちんと治
療の方針に従えなかったりということ
で悪化させてしまうことがありますの
で、ストレスを抱えていらっしゃる方
の場合は、ストレス管理も合わせて、
喘息の治療管理とともに上手にできる
ようになっていただかないといけない
わけです。
　特に、長期管理薬といって、喘息発
作を予防するお薬は、症状がないのに、
それこそ歯磨きのように朝晩、薬を継
続的に使わなければなりません。よく
なった状態のときは、自分の病気はも
う治ったのではないか、私はこんなに
忙しくて、やることがあってたいへん
なのに、病院に行く暇もないしという
ことで、早合点してやめてしまう。そ
んなことが次の発作につながっていき
ます。気持ちの余裕がなくなった方は、
服薬管理ができなくなることが一つ大
きな問題となりますので、そこも含め
てきちっとした教育を初めの段階で行
っていかないといけないと考えており

ます。
　ストレスが多い方とか余裕のない方
の場合には、パニック障害があるのか
ないのか、ない方でも、日常生活の余
裕がなくなって、薬に対するアドヒア
ランスが悪くならないか注意が必要で
す。もともとうつとか神経障害などが
ある場合は、なおさら服薬管理ができ
ない症例があるので十分に注意し指導
します。
　もう一つ、大事な要素でありながら、
意外と気づかれていないのが、患者さ
んの中には逆に、自分のストレスを感
じられなくなっている方がいるという
ことです。昔から心療内科ではそれを
アレキシサイミア、失感情症といいま
す。自分がストレスで辛いという気持
ちを忘れようとするうちに、ほとんど
それを感じなくなっている方といって
よいでしょう。それを踏まえて、以前、
九州大学の有名な池見先生も、アレキ
シサイミアだけではなくて、アレキシ
ソミア、失体感症という概念を提唱し
ておられました。つまり、自分が痛か
ったり、辛いという気持ちをほとんど
感じなくなっている方がいるというこ
とです。
　私も患者さんを診ていますと、多少
のストレスがあっても、「私は何でも
ありません、ストレスなど全くありま
せん」とおっしゃる方がいるのですが、
よく話を聞くと、介護がたいへんだっ
たり、お子さんの受験があって、とて

つまり間接喫煙で喘息の薬がほとんど
効かなくなるというデータが出ており、
また、これを裏づける症例もけっこう
見ております。例えば事務所の中でほ
かの方が全員たばこを吸って、自分だ
けが吸わない。そういう環境の中で、
いくら喘息の治療をしても治らなかっ
た場合があります。普通でしたら、喘
息の治療薬というのは比較的よく効き
ますので、プレドニンの短期大量投与
を行ったり、吸入器とか、その他の内
服薬を適正に増量すれば、だいたいの
発作はおさまるのですが、その方に限
ってはなかなか治りませんでした。ど
うしてかなということを、アドヒアラ
ンスの問題も含めて詳しく調査したと
ころ、職場のほかの方が全員たばこを
吸っていて、どうもその環境で誘発さ
れているということがわかったのです。
　随分長いこと話し合った結果、とに
かくその事務所を退職したいというこ
とをおっしゃったものですから、事務
所を退職してほかの職場に行きました
ところ、不思議なことに、今まで効か
なかったプレドニンも、ほかの薬もき
ちんと効いて、今では全く別人のよう
に元気になっています。受動喫煙に関
しても必ず気をつけてさしあげなけれ
ばいけないなと考えています。
　妊婦さんの場合も受動喫煙を受けて
しまいますと、生まれたときに喘鳴が
あるお子さんが生まれる頻度が４倍と
いう報告もあります。例えばお父様が

たばこを吸っている場合、まさかと思
うかもしれませんが、そのお子さんが
喘息を持って生まれてくる確率が非常
に高くなるということを、ぜひ前向き
に受け止めていただきたいと思います。
　池田　もう一つおうかがいしたいの
は、アレルギー疾患とストレスについ
て。
　灰田　臨床的に見ていますと、一番
の問題はパニック障害とか過呼吸にな
ったときではないかと思います。いず
れも苦しいという症状が出ますので、
それを喘息発作と間違えてしまうこと
があるのです。パニック障害を喘息と
思って頻回に救急を受診して点滴を受
けていた方もいました。実際、それは
パニック障害であって、喘息ではない
のですよということを説得するのにだ
いぶ時間がかかりましたが、そういう
患者さんでも、一度理解できるように
なると症状も落ち着いてきます。今で
は、パニック障害になれば腹式呼吸だ
けでおさまるけれども、喘息の場合は
β刺激薬の吸入を使って改善するのだ
ということをかなり区別して理解でき
るようになってきています。なんで苦
しくなっているのかということを患者
さんが正しく理解できるように指導し
ていかないといけない場合も必ずあり
ます。
　逆に、過呼吸で喘息発作が出ること
もあるので、この二つを見分けていく
ことが非常に難しいことがあります。
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もともとパニック障害を合併していら
っしゃる方は、そういったことをきち
っと患者さんの意識の中でも正しく鑑
別できるように指導しないと、無駄に
点滴を受けたりする場合がけっこうあ
ります。
　パニック障害でなかったとしても、
過労とかストレスが続きますと、生活
に余裕がなくなります。そのために病
院受診をあきらめてしまったり、来ら
れなくなってしまったり、きちんと治
療の方針に従えなかったりということ
で悪化させてしまうことがありますの
で、ストレスを抱えていらっしゃる方
の場合は、ストレス管理も合わせて、
喘息の治療管理とともに上手にできる
ようになっていただかないといけない
わけです。
　特に、長期管理薬といって、喘息発
作を予防するお薬は、症状がないのに、
それこそ歯磨きのように朝晩、薬を継
続的に使わなければなりません。よく
なった状態のときは、自分の病気はも
う治ったのではないか、私はこんなに
忙しくて、やることがあってたいへん
なのに、病院に行く暇もないしという
ことで、早合点してやめてしまう。そ
んなことが次の発作につながっていき
ます。気持ちの余裕がなくなった方は、
服薬管理ができなくなることが一つ大
きな問題となりますので、そこも含め
てきちっとした教育を初めの段階で行
っていかないといけないと考えており

ます。
　ストレスが多い方とか余裕のない方
の場合には、パニック障害があるのか
ないのか、ない方でも、日常生活の余
裕がなくなって、薬に対するアドヒア
ランスが悪くならないか注意が必要で
す。もともとうつとか神経障害などが
ある場合は、なおさら服薬管理ができ
ない症例があるので十分に注意し指導
します。
　もう一つ、大事な要素でありながら、
意外と気づかれていないのが、患者さ
んの中には逆に、自分のストレスを感
じられなくなっている方がいるという
ことです。昔から心療内科ではそれを
アレキシサイミア、失感情症といいま
す。自分がストレスで辛いという気持
ちを忘れようとするうちに、ほとんど
それを感じなくなっている方といって
よいでしょう。それを踏まえて、以前、
九州大学の有名な池見先生も、アレキ
シサイミアだけではなくて、アレキシ
ソミア、失体感症という概念を提唱し
ておられました。つまり、自分が痛か
ったり、辛いという気持ちをほとんど
感じなくなっている方がいるというこ
とです。
　私も患者さんを診ていますと、多少
のストレスがあっても、「私は何でも
ありません、ストレスなど全くありま
せん」とおっしゃる方がいるのですが、
よく話を聞くと、介護がたいへんだっ
たり、お子さんの受験があって、とて

つまり間接喫煙で喘息の薬がほとんど
効かなくなるというデータが出ており、
また、これを裏づける症例もけっこう
見ております。例えば事務所の中でほ
かの方が全員たばこを吸って、自分だ
けが吸わない。そういう環境の中で、
いくら喘息の治療をしても治らなかっ
た場合があります。普通でしたら、喘
息の治療薬というのは比較的よく効き
ますので、プレドニンの短期大量投与
を行ったり、吸入器とか、その他の内
服薬を適正に増量すれば、だいたいの
発作はおさまるのですが、その方に限
ってはなかなか治りませんでした。ど
うしてかなということを、アドヒアラ
ンスの問題も含めて詳しく調査したと
ころ、職場のほかの方が全員たばこを
吸っていて、どうもその環境で誘発さ
れているということがわかったのです。
　随分長いこと話し合った結果、とに
かくその事務所を退職したいというこ
とをおっしゃったものですから、事務
所を退職してほかの職場に行きました
ところ、不思議なことに、今まで効か
なかったプレドニンも、ほかの薬もき
ちんと効いて、今では全く別人のよう
に元気になっています。受動喫煙に関
しても必ず気をつけてさしあげなけれ
ばいけないなと考えています。
　妊婦さんの場合も受動喫煙を受けて
しまいますと、生まれたときに喘鳴が
あるお子さんが生まれる頻度が４倍と
いう報告もあります。例えばお父様が

たばこを吸っている場合、まさかと思
うかもしれませんが、そのお子さんが
喘息を持って生まれてくる確率が非常
に高くなるということを、ぜひ前向き
に受け止めていただきたいと思います。
　池田　もう一つおうかがいしたいの
は、アレルギー疾患とストレスについ
て。
　灰田　臨床的に見ていますと、一番
の問題はパニック障害とか過呼吸にな
ったときではないかと思います。いず
れも苦しいという症状が出ますので、
それを喘息発作と間違えてしまうこと
があるのです。パニック障害を喘息と
思って頻回に救急を受診して点滴を受
けていた方もいました。実際、それは
パニック障害であって、喘息ではない
のですよということを説得するのにだ
いぶ時間がかかりましたが、そういう
患者さんでも、一度理解できるように
なると症状も落ち着いてきます。今で
は、パニック障害になれば腹式呼吸だ
けでおさまるけれども、喘息の場合は
β刺激薬の吸入を使って改善するのだ
ということをかなり区別して理解でき
るようになってきています。なんで苦
しくなっているのかということを患者
さんが正しく理解できるように指導し
ていかないといけない場合も必ずあり
ます。
　逆に、過呼吸で喘息発作が出ること
もあるので、この二つを見分けていく
ことが非常に難しいことがあります。
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もたいへんな思いをされている。それ
だけのストレスがあれば、「私はスト
レスがあります」と本当は言わなけれ
ばいけないはずなのに、それを「私は
何でもありません」というふうに表現
してしまう方がいるのです。
　そういう方の場合はご自分が喘息で
辛くても苦しくても、「私は何でもあ
りません、この程度は我慢できます」
というかたちの論理に持っていってし
まって、きちっと正しく治療を受けに
来ない。そういった方が実は医師が一
番見逃すのではないかと思うのです。
医師も忙しいと、「どうですか」と聞
いて、「きょうは調子いいです。お薬
だけください」とおっしゃる方がいる
と、処方だけ渡して帰してしまう場合

があります。するとそういう方があと
から大発作を起こしたりすることもあ
ります。
　「私は何でもありません」という言
葉を頭から信じてはいけないというこ
とです。それはアトピー型であろうと、
非アトピー型であろうと、少し時間が
あったら、ライフスタイルのことを聞
いてさしあげたり、そういう中で何か
無理なさっていないか、お薬をちょっ
と飛ばしていないかどうか、そういっ
たこともうかがって、ライフスタイル
から来る滞薬、そういったものに対し
てもある程度きちっと指導できればい
いのではないかと考えております。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　村川先生、健康診断で見られ
る心電図異常の中で、房室ブロックの
質問です。確かに房室ブロック、軽い
ものに関しては健診で見られることも
あります。房室ブロックに関して、Ⅰ
度、Ⅱ度、Ⅲ度とありますけれども、
その概略をまず教えてください。
　村川　心電図を見て房室ブロックを
診断するということを考えてみます。
Ⅰ度というのは、PQが長い。房室の
伝導時間が長い。でも、つながってい
るタイプです。Ⅱ度というのは、基本
的にはつながっているのですが、時々
QRSが抜ける。心室の興奮が抜けると
いうタイプです。３番目のものは完全
房室ブロックで、P波とQRS、心房と
心室の興奮が全く独立しているタイプ
です。Ⅲ度ともいいますが、実際はⅡ

度なのか、Ⅲ度なのかわからないこと
があります。そういうものは高度房室
ブロックという呼び方も使います。そ
れが心電図のブロックの診断となって
おります。
　池脇　健康診断といいますと、比較
的若い方から定年間際の方、そういう
年齢層の違い、あるいは学校健診でし
たら児童ということになりまして、年
齢によっても房室ブロックの見方とい
うのは変わってくるような気がするの
ですけれども。
　村川　房室ブロックというのは、一
番重いものですと命にかかわりますか
ら、リスクをどう評価するかが非常に
大事です。一般には年齢が一番関係し
ています。
　若年の方であれば、かなり進んだⅡ

一過性の房室ブロック

帝京大学溝口病院第４内科教授
村　川　裕　二

（聞き手　池脇克則）

　健診で実施した心電図で、Ⅰ度あるいはⅡ度の房室ブロックが時々見られる。
受診のうえ、精査を受けるが中には受診時に消失していることもある。こうし
た一過性の房室ブロックの発生メカニズムと対処法についてご教示ください。

＜奈良県勤務医＞
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