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長引く咳ミニ辞典
しつこいこの咳，何の咳？
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どんな咳が出るのか, どんなときに咳が出るのかなど咳の状態のほか,
痰（たん）, 鼻水, のどの違和感など咳以外の症状も,

原因を調べる上で大切な情報です．
気になる症状を，医師にきちんと伝えましょう．

咳
せき

が長引くのはつらいもの .
その原因はさまざまです.
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●のどがイガイガする.
●痰がのどにひっつくような感じがする.
●決まった季節になると咳がひどくなる.
●アレルギーの病気がある, もしくは過去に
　かかったことがある.

●発熱，のどの痛みなど感染症の症状は治った
　のに，咳がしつこくつづいている.

長引く咳の原因として多い病気と特徴的な症状
咳の出かたや, 咳以外の症状 もしかしたら…？

●夜間・早朝，冷たい空
気やタバコの煙を吸
い込んだり，雨天，運
動，飲酒，緊張したと
きに咳が出やすい.

●決まった季節になる
と咳がひどくなる.

●咳が出て苦しいときに,
呼吸とともに“ゼイゼ
イ” “ヒューヒュー” と
いう音（喘鳴）がする．

●“ゼイゼイ” “ヒューヒュー” 
という喘鳴はない．

●階段や坂道を上ったりすると息苦しくなる．
●タバコを吸っている，もしくは以前吸っていた．

●痰が出る.
●鼻水や鼻づまりがある.
●鼻水がのどの方に落ちて痰がからんだような
　感じがする.  咳払いをしたくなる.
●蓄膿症（ちくのうしょう）にかかったことがある.

●食後や前かがみになった時などに
　以下の症状や、症状に伴い咳が出る.
　・胸やけがする.
　・すっぱい液体が口まで上がってくる.
●のどに違和感がある.

＊上記の病気のほか，肺がん，肺炎，肺結核，肺非結核性抗酸菌症，百日咳，心臓の病気（心不全）なども咳がつづく
　原因となります．咳の原因は自己判断せず，必ず医師の診察を受けましょう．

アトピー咳
がいそう

嗽

感
かんせんごがいそう

染後咳嗽

ぜんそく

咳ぜんそく

胃食道逆流症
（逆流性食道炎）

シーオーピーディー

C O P D
（慢性閉塞性肺疾患）

副
ふくびくうきかんし

鼻腔気管支
症候群
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子どもに多い病気と思われがちですが,
大人になってから発症する人もたくさんいます．
ぜんそくは , 空気の通り道である気道に炎症が起きる病気で,
“ゼイゼイ ”“ヒューヒュー ”という喘鳴（ぜんめい）が特徴です.
ぜんそく患者さんの気道は過敏になっていて,アレルゲン（ダニ・ハウスダストなど）
やウイルス ,タバコや冷たい空気などの刺激が加わると気道がせまくなります．
気道がせまくなると , 咳が出たり息苦しくなったりします．

　 ぜんそくによる咳

咳は夜間や早朝に出やすく，咳が出て苦しいときには
呼吸とともに “ゼイゼイ ”“ヒューヒュー ”という
音がします（これを「喘鳴（ぜんめい）」といいます）．
ぜんそくがひどくなると，咳や喘鳴だけでなく
呼吸さえも苦しくなる「ぜんそく発作」が
くり返し起きるようになります．

　 ぜんそくの原因

ぜんそくはアレルギーや大気汚染だけでなく，
かぜなどのウイルス感染も発症や悪化の引きがねとなることがあります．

　 ぜんそくの治療

ぜんそくの治療薬には，発作を起こさないようにするための薬と，
発作が起きたときに使う薬があります．

＜発作を防ぐための薬＞
●吸入ステロイド薬：気道の炎症をしずめる作用があり，ぜんそく治療の基本となる薬です．
●効果が長く続くタイプの気管支拡張薬（β2 刺激薬※，テオフィリン薬など）：
　せまくなった気道を広げる作用があります．
●ロイコトリエン受容体拮抗薬：アレルギーの治療に使われる薬で，気道の炎症を
　しずめる作用があります．

＜発作をしずめるための薬＞
●速効性タイプの気管支拡張薬（β2 刺激薬※）
●経口ステロイド薬：発作が起きたときに短期間，内服することがあります．
※β2 刺激薬には効果が長くつづくタイプの薬と速効性タイプの薬があります．

ぜんそく
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ぜんそくのような “ゼイゼイ ”“ ヒューヒュー ”という喘鳴はありませんが,
ぜんそくと同じく，気道に炎症が起きています. 
発作を起こして呼吸困難になることはないものの,治療せずに咳をがまんしていると
典型的なぜんそくになることがあるため，「ぜんそくの前段階」ともいわれています．
咳ぜんそくは長引く咳の原因として最も多い病気の1つです．

　 咳ぜんそくによる咳

痰（たん）はなく（出てもわずか），
「乾いた咳」がつづきます．
咳は夜間や早朝に出やすく，また，冷たい
空気やタバコの煙を吸い込んだり，雨天，
運動，飲酒，緊張したときなども咳が出や
すくなります．
また，決まった季節になると咳がひどくなる
ことが少なくありません．

ぜんそくにとても近い病気ですが，
喘鳴や呼吸困難を起こすことがないのが
咳ぜんそくの特徴です．

　 咳ぜんそくの診断

乾いた咳がつづく病気には咳ぜんそくの他にもアトピー咳嗽などいくつかの
病気があります．これらの病気のうち，咳ぜんそくには気管支拡張薬（気道を
広げる薬）がよく効きます．
気管支拡張薬を2～ 3週間使用して乾いた咳が改善すれば，咳ぜんそくと診断
されます．

　 咳ぜんそくの治療

咳ぜんそくと診断された後は，ぜんそくの治療にも使われる吸入ステロイド薬や
ロイコトリエン受容体拮抗薬を使います．
これらの薬と一緒に，診断のときに使った気管支拡張薬をそのままつづけるこ
とがあります．

咳ぜんそく
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咳ぜんそくと同じく，乾いた咳がつづきます．
咳ぜんそくとの違いは，アレルギーの関与が大きいことです．
アトピー咳嗽も咳ぜんそくと同様，気道に炎症が起こって咳が出ますが，
ぜんそくのような発作を起こすことはありません．
アレルギーの関与が大きく，アレルギー性鼻炎や花粉症などアレルギーの病気
をもつ人や過去にかかったことがある人では，アトピー咳嗽が疑われます．

　 アトピー咳嗽による咳

乾いた咳が出るとともに，のどにイガイガ感を感じたり，痰（たん）がのどにひっ
つくような感じがします．
咳は，異物が気道に入ったときに，それを外に出そうとして起こる体の防御反応
です．しかし，気道の炎症によって咳の反射が過敏になると，必要がないときに
もせき込んでしまいます．これがアトピー咳嗽の咳です．

　 アトピー咳嗽の治療

花粉症の治療などに使われるアレルギーの
薬（ヒスタミン受容体拮抗薬）が有効です．
気道の炎症をおさえるために，吸入ステロ
イド薬を使うこともあります．

アトピー咳嗽は咳ぜんそくと症状が似てい
ますが，こちらは気管支拡張薬が効かない
ので，気管支拡張薬で咳がおさまるかどう
かで，どちらの病気かわかります．

また，咳ぜんそくは典型的なぜんそくにな
ることがあるため吸入ステロイド薬をしば
らくつづけることがありますが，アトピー咳
嗽は咳がおさまれば治療も終わりです．

アトピー咳嗽
がい そう
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COPD（慢性閉塞性肺疾患）は，タバコの煙などの有害なガスを長年にわたって
吸い込むことによって，空気の通り道である気道（気管支）がせまくなったり，
気道の先端にある肺胞※がこわれてしまう病気です．そのため，酸素を吸って
二酸化炭素を出す「ガス交換」の効率が悪くなり，息切れが起こります．
COPD の進行はゆっくりですが，一度こわれた肺胞はもとに戻りません．

　COPD の症状

COPD は，咳や痰（たん）とともに，体を動
かしたときの息切れが特徴です．階段や坂
道を上ったりすると息苦しくなります．
しかし，このような症状があらわれるのは，
COPD がある程度進行してから．自分では
気がつかないうちに肺の障害は進んでいる
のです．

主な原因は「タバコ」．60歳以上の人に多い病気です．
わかっているけど…から卒業して，禁煙を．

　COPD の診断

COPDが疑われるときは，スパイロメーター
という機器を使って，肺の機能がどの程度
保たれているかを調べます．

　COPD の治療

タバコを吸っている人は，まず禁煙です．
加えて，咳や息切れを軽くするために，効果が長くつづくタイプの気管支拡張薬
を使います．
COPD が進行すると，薬物療法だけでなく呼吸リハビリテーションや在宅酸素
療法（機械を使って，自宅で酸素を吸入する治療法）が必要になります．

シーオーピーディー

CO PD（慢性閉塞性肺疾患）

※肺胞：酸素と二酸化炭素の交換を行うところ .



副鼻腔
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むずかしい名前ですが，鼻と気管支（気道の細い部分）の
両方に炎症が起きて，湿った咳がつづく病気です．
鼻から吸い込んだ空気が通る道を「鼻腔（びくう）」といい，鼻腔はそのまま
気道へとつながっています．
「副鼻腔」は鼻腔に接して左右と後方に広がった空洞です．
「副鼻腔気管支症候群」は，慢性の気管支の病気と
慢性副鼻腔炎※（副鼻腔の炎症）を同時にわずらった状態です．
※蓄膿症（ちくのうしょう）の正式名称

　 副鼻腔気管支症候群による咳

ゴホゴホという湿った感じの咳や，黄色～緑色で粘り気のある痰（たん）が出ます．
また，鼻水が出たり，鼻水がのどの方に落ちて, いつも痰がからんだような感じが
して，咳払いをしたくなります．

　 副鼻腔気管支症候群の治療

痰を切る薬や「マクロライド」と呼ばれる種類の抗菌薬などを服用します．

副鼻腔気管支症候群
ふく  び  くう  き  かん  し
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胃酸の逆流が
起こるしくみ
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「胃食道逆流症」は，胃から食道へ胃酸が逆流する病気です．
加齢，食事の内容，肥満，体型などによって，食道と胃のつなぎ目でバルブのような
働きをしている下部食道括約筋（かぶしょくどうかつやくきん）のしまりが悪く
なったり，胃酸が増えすぎることによって起こります．

　 胃食道逆流症の症状と咳

胃食道逆流症の症状はさまざまで，主な症状は胸やけや呑酸（どんさん：すっ
ぱい液体が口まで上がってくる）ですが，人によってはしめつけられるような
胸の痛み，咳，のどの違和感などもあらわれます．

「胃や食道の病気で咳？」と思うかもしれませんが，
実は関係があるのです．

　 どうして咳が出る？

食後や前かがみになったときなどに逆流した胃液がのどや気管支を刺激したり，
食道の粘膜を通して神経を刺激することによって咳が出ると考えられています．
また，逆流した胃液で，のどに炎症が起きると，違和感や痛みを感じます．

　 胃食道逆流症の治療

胃酸の分泌をおさえる薬（プロトンポンプインヒビター，ヒスタミン H2 受容体
拮抗薬）や，低下した胃の運動を活発にする薬（消化管運動賦活薬）などを
使います．
こうした薬で胃酸の逆流を防ぐと咳もおさまります．

胃酸が
増えすぎる

下部食道括約筋が
ゆるむ

下部食道括約筋が
閉じられている

胃食道逆流症（逆流性食道炎）
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かぜなどの感染症による咳は，時間とともに
おさまるのが普通ですが，ときに長引くことがあります．
通常，感染症による咳は自然におさまりますが，
かぜ（普通感冒）の原因となる数種のウイルスや肺炎マイコプラズマ，
肺炎クラミジア，百日咳菌などに感染すると，咳が長引くことがあります．
肺炎マイコプラズマ，肺炎クラミジア，百日咳菌の感染は，家族内や学校・職場
など小集団で流行がみられるのが特徴です．

感染後咳嗽
かん せん  ご  がい そう

はじめは痰（たん）がからむような咳が出ますが，長引くにつれて痰がからまない
ようになり，いわゆる乾いた咳に変化します．
ときに痰が出ることもあります．
咳の程度はさまざまで，肺炎マイコプラズマや百日咳ではがんこな強い咳が出て，
よく眠れないこともあります．

　 感染後咳嗽による咳

肺炎マイコプラズマ，肺炎クラミジア，百日咳菌の感染が疑われる場合は，
早期に適切な抗菌薬の服用が必要です．
普通感冒の咳はとくに治療をしなくても時間がたつとおさまりますが，
咳が激しいときは必要に応じて咳止め（鎮咳薬；ちんがいやく）などを服用します．

　 感染後咳嗽の治療

ウイルス：かぜの原因の80～90％がウイルスです．風邪ウイルスは200種類以上い
るといわれており，代表的なものにライノウイルス，コロナウイルス，RSウイルスなど
があります．

肺炎マイコプラズマ：マイコプラズマという微生物によって引き起こされる乳児期
～青年期の若年者の間で流行する肺炎です．

肺炎クラミジア：クラミジアという細菌によって引き起こされます．小児と高齢者に
特に多い傾向があり，家族内感染などを起こします．

百日咳：百日咳菌という細菌によって引き起こされ，その名の通り菌の作る毒素に
より苦しい咳が長く続きます．従来は，1才未満乳児に多くみられましたが，最近で
は年長児や大人にも増えています．

　 感染後咳嗽の原因となる代表的な感染症
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吸入器には
種類があります

長引く咳の治療には内服薬だけでなく，
専用の器具を使って薬剤を吸う吸入薬や，

皮膚から薬剤を吸収させる貼付薬が使われます．

長引く咳の治療薬

 吸入薬

 貼付薬

薬を霧状のガスや非常に細かいパウダーに
したものを専用の器具（吸入器）を使って
吸い込みます．
薬が気道に直接届くので効果が高く，反対
に気道以外の臓器には薬が届きにくいこと
から，副作用を減らすことができます．

薬を含んだテープで，胸，背中，腕などに貼っ
て使う薬です．
薬が皮膚から血液に入り，血液をめぐって
気道に運ばれるため，肺のすみずみにまで
薬が送り届けられます．
使い方が簡単で，子どもやお年寄りにも好
まれます．

○薬の使い方や使用回数については，医師・薬剤師の指示を必ず守り
ましょう．
○咳がなくなっても自分の判断で薬をやめず，指示された通りにつづけ
ましょう．
○ご高齢の患者さんで、薬の使い方がよくわからない方や、上手く使え
ない方は、医師に相談してみましょう.また、ご家族にご高齢の患者
さんがいらっしゃる場合は、薬をきちんと使うことができているかど
うか見てあげてください . もし上手に使うことができない場合は、
介助をしたり、医師または薬剤師にご相談ください.
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長引く咳はつらいもの.
早く治すには, 原因にあった治療が必要です.

当院にご相談ください.


