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間質性肺炎 ・ 肺線維症セン タ ー 

は じ め に 

 間質性肺炎は100を超える原因があるといわれていますが、中でも特発性肺線維症

(IPF)は日本では特定疾患に指定されている難病であるため、専門医による適切な診断

と治療が求められます。しかしながら、そのような専門性の高い病院、施設および医師

は、大都市に集中しているため、地方医療においてより専門性の高い診療提供は困難を

極めます。そのため、開業医や総合病院の専門外の先生方が、間質性肺炎診療に携わら

なければならないのが現状です。 

 そこで2018年1月より、福島県初の『間質性肺炎・肺線維症センター』を開設し、

大学の水準と同等の医療を提供できるように日々努めています。 

 当院では間質性肺炎の患者さんが精密検査あるいは治療目的で入院されると、各部署

の専任担当者を中心に一連の業務に当たり、迅速かつ適切な診療を可能にしています。

また、日本ではIPF難病医療費助成制度により認定基準を満たせば、高価な抗線維化薬

を使用する際も高額医療費の軽減となるため、積極的な申請を行っています。 

 このハンドブックでは、現在、間質性肺炎を患っていらっしゃる患者さんやそのご家

族に対して、間質性肺炎という病気を正確に理解していただきたいという思いから作成

いたしました。いくつかの章から構成されており、当院の間質性肺炎・肺線維症セン

ターのスタッフも執筆に協力してもらっています。 

 最後に当院の間質性肺炎・肺線維症センターに受診して良かったと笑顔で話してくだ

さる患者さんやご家族の方々に感謝を申し上げるとともに、今後も当センターでの診療

が、皆様にとって満足いただけるものになることを祈願しております。 

               
                                         副院長兼間質性肺炎・肺線維症センター長 
                             杉野 圭史 
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目次 -Contents- 

 このハンドブックでは、間質性肺炎と診断された患者さん、ご家族

に病気のことを理解していただき、検査や治療方法、日常生活をおく

る上での注意点を紹介していきます。 
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01 間質性肺炎とは 

肺の役割と間質性肺炎について 

 ヒトの呼吸は、吸った空気を肺の中にある肺胞という小さな袋まで運び、肺

胞の周りの「間質」の中を流れる血管中の血液に酸素を与えることにより成り

立ちます。 

Ｖ 

  間質性肺炎は、この間質にさまざまな原因による炎症が起こり、壁が厚く硬

くなり(線維化)、血液中に酸素が取り込みにくくなる病気です。通常、線維化

は時間をかけて比較的ゆっくりと進行し、次第に肺が硬くなり縮んでいきます。 

正常な肺胞 

 間質性肺炎は「肺炎」と名がついていますが、いわゆる細菌感染による肺炎

とは全く異なる病気であり、一時的な抗菌薬の投与で治療するものではありま

せん。 

二酸化炭素 

酸 素 

間質：肺胞の壁の部分 

Ｖ 

正常な肺胞 進行した間質性肺炎 
 

初期の間質性肺炎 
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原因と症状について 

 間質性肺炎の原因として、日本は農業に従事する方が多く、また木造家屋に

長年生活されている方も多いことから、真菌(カビ)によるいわゆる農夫肺と呼

ばれる「過敏性肺炎」が多いとされています。その他、薬の副作用による「薬

剤性肺炎」、膠原病によって起こる「膠原病肺」、感染によるもの(インフル

エンザウイルス、麻疹、水痘、新型コロナウイルスなど)があげられます。  

 一方、原因が明らかでないものは、「特発性間質性肺炎」といわれます。現

在、この特発性間質性肺炎は9種類に分けられますが、中でも特発性肺線維症

(IPF)は、日本では特定疾患に指定されている難病であり、比較的まれな病気

とされています。しかしながら、症状が出現する前からこの病気を指摘され、

精密検査を受ける患者さんは少なく、また患者さん自身もこのような病気とは

思わず医療機関へ受診が遅延あるいは回避されてしまうことが多く、おそらく

現在報告されている患者さんは氷山の一角であり、実際はもっと多いと推測さ

れます。 

  自覚症状としては、息切れや咳が主な症状です。咳は多くの場合、痰を伴わ

ない、乾いた咳(乾性咳嗽)です。息切れは、当初は労作時の息切れであり、進

行すれば着替え、入浴、食事などの動作でも息切れが出現し、通常の日常生活

が困難になることもあります。病気の進行スピードと経過は患者さんそれぞれ

で異なり、数年単位で徐々に病気が進行する方もいれば、急速に進行し命に関

わる状態に陥ることもあります。したがって、原因を含めて早期発見と適切な

治療が間質性肺炎診療では最も重要となります。 
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自覚症状イラスト 

乾いた咳 

労作時の息切れ 



①血 液 検 査 

 

 

 

02 検査方法 

検査の目的 
検査の目的  

 間質性肺炎の原因は多岐にわたり、治療法や予後も異なります。正しい診断、

重症度の評価のため問診票を用いた病歴聴取や血液検査、胸部画像検査、肺機能

検査など色々な検査を組み合わせて診断を行います。  

 また、病気の進行や治療の経過をチェックするために、さまざまな検査を定期

的に行う必要があります。 

 

検査内容 

 ①血液検査 ②肺機能検査 ③6分間歩行試験 ④外科的検査  

1.外科的肺生検(胸腔鏡検査)について 

 

 通常の血液検査以外に間質性肺炎のマーカー(KL-6やSP-D)、膠原病の自

己抗体検査を行います。 

2.外科的検査 

 

②肺 機 能 検 査 

 肺機能検査(スパイロメトリー)は、スパイロメータという測定器を用いて

「肺のふくらみ具合」、「酸素を取り込む能力」などを調べるため2種類の

検査が行われます。 

 この検査は、息を大きく吸ったり吐いたりと最大限の努力が必要となるた

め、患者さんの頑張りと協力が大事になります。 

検査方法 

①検査手順について説明します。 

②鼻から空気が漏れないようにノーズクリップをつけます。 

③フィルター付きマウスピースをくわえます。 

④合図に併せて口で安静呼吸をします。 

⑤指示に従って息を大きく吸ったり吐いたりします。 

※①～⑤を何回か繰り返していきます。 

検査のときは、スタッフがサポートしますので、よろしくお願いします。 

スパイロメトリーのイラスト 
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検査でわかること 

 肺活量、％肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率などがわかります。 

●肺     活    量…胸一杯に息を吸って、最後まで吐き出した空気の量です。 

●％  肺  活  量…年齢、性別、身長から算出された予測肺活量(基準値)に対 

        して、実際に測定した肺活量との比率になります。 

●努力性肺活量…胸一杯に息を吸って、一気に吐き出した空気の量です。 

●1     秒     量…努力性肺活量での最初の1秒間に吐き出した空気の量です。 

●1     秒     率…努力性肺活量に対する1秒量の比率になります。 

これらを換気障害の分類に当てはめます。 

                

 詳細な肺機能を調べるために精密肺機能検査も行っています。 

 精密肺機能検査には、肺の中に残っている空気の量を調べる「機能的残気

量検査」、肺から酸素をどれだけ血液中に取り込まれているかの能力を調べ

る「肺拡散能力検査」、気管支拡張剤を吸入する前後で検査をし、気道閉塞

の改善などを調べる「気管支拡張剤改善検査」があります。 

換気障害の分類 
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拘束性換気障害 
（間質性肺炎） 

正常 

混合性換気障害 
閉塞性
換気 
障害 

100% 

100% 

70% 

80% 
％肺活量 

1

秒
率 



③6分間歩行試験について 

 6分間歩行試験とは、6分間平地を歩くことにより、間質性肺炎が日常生

活の労作時にどの程度障害を及ぼしているのかを調べる検査です。  

 6分間歩行試験がなぜ必要なのか 

 間質性肺炎によってどの程度運動能力が障害されているのかを調べます。

その結果から以下のことを知ることができるため、重要な検査です。 

●どのくらい歩くことができるのか、または歩く速さや運動の程度などが適 

当であるのかを検査します。 

●病気の重症度を知ることができます。また、酸素吸入が必要かどうかや酸 

素流量が適当であるかどうかを知ることができます。 

●治療の効果(呼吸リハビリテーション、薬物療法、手術など)を知ることが

できます。  

試験の方法と注意事項 

 当院では周回コースを歩いていただきます(図1)。 

6分間に歩ける距離、血液中の酸素濃度や脈拍数(指

にパルスオキシメータという機械をつけて測定)の変

化 (図2)、息切れの度合い、試験終了後の回復時間を

調べます。 

 普段歩いている速さよりも速い速度で歩きます。 

胸の痛み、強い息切れ、めまい、吐き気などを感じ 

た場合には、安全のために検査を中止する必要があ 

りますので、試験中でも必ず申し出てください。 

 当院では、医師の指示のもと原則理学療法士が試

験を行います。 

 予後の点および治療内容を決定する上で、特発性肺線維症(IPF)とそれ以外

の間質性肺炎を鑑別することが重要なポイントです。特発性肺線維症(IPF)

に対しては抗線維化薬であるニンテダニブ(オフェブ®)やピルフェニドン(ピ

レスパ®)が第一選択薬です。各種検査の結果、典型的な特発性肺線維症(IPF)

ではない場合には、確定診断のために外科的肺生検を行うことがあります。 

④外 科 的 検 査 
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図1 周回コースを 
   歩いている様子 

図2 パルスオキシメータの1例 



日常生活での注意事項 

外来通院する場合 

03 外来診療(治療法①) 

 精密検査入院後は、2週間後から1ヶ月毎など定期的な受診が必要になりま

す。退院後も呼吸リハビリテーションを外来で継続することもあります。 

 しばしばステロイド薬や免疫抑制剤のような抗炎症療法や抗線維化薬などの

免疫抑制の治療が必要です。それらの副作用を考 

え、患者さんに適した治療(量や投与期間)を常に 

考え調整していきます。また半年毎に精密検査を 

行い、間質性肺炎の進行度の評価、治療の再検討 

をしていきます。 

 日頃から体調管理をして、体調の変化にいち早く気づくことが大切です。病

院に行くほどではないと自己判断し自然治癒を待つと、急速に悪化することが

あります。 

          日常生活で気を付けること 

●呼吸が楽な姿勢をとってください。 

●喫煙者は禁煙してください。 

●体位変換し痰を出しやすくしてください。 

●薬やサプリメントあるいは漢方薬で肺に悪影響を起こすこともあります。 

※新しく薬やサプリメントなど始める際には主治医に相談してください。 

       こんな時はすぐ病院に連絡してください！！！ 

 ●安静にしていても息苦しさが強く、呼吸が速い。 

 ●普段通りに安静にしていてもパルスオキシメータ 

  の値が低い。 

 ●咳がいつもより出る。 

 ●痰の色や量がいつもと違う。 

 ●熱がある。 

 ●脈拍がいつもより速く、動悸がする、胸が痛い。 

※息切れなどが激しく動けない時は、救急車を呼んでください。 

 動けるときには外来に連絡後、受診をしてください。 

8 



V 

息苦しいときの対処 

 間質性肺炎は、病気が悪化すると息苦しさが強くなります。病状によって

は、息苦しさの症状が急激に進行することもあります。呼吸が苦しくなった

時に、慌てないように呼吸を楽にする姿勢や方法を知っておきましょう。 

●腹式呼吸 

鼻から 
吸う 

口から 
吐く 

お腹が 
へこむ 

お腹が 
ふくらむ 

●座る場所がない時 

1、2、3、4 1、2 

机に前かがみになる 
ような姿勢。 

机がない場合は、両
膝に手をつき、上半
身を支える姿勢。 

胸の高さぐらいの台な
どがある場合は、腕を
のせ、肘をついて前か
がみの姿勢。 

両手を膝につき、壁に
よりかかる姿勢。 
(背中全体を壁につけ
る方法も有効) 

手をついて壁により
かかる姿勢。 

呼吸を楽にする姿勢  

呼吸を楽にする呼吸法  

●口すぼめ呼吸 

●座る場所がある時 

鼻から 
息を吸う。 

口をすぼめて
吐き出す。吸
うときの2倍
かけて、ゆっ
くり吐く。 

お腹を膨ら
ますように
ゆっくり鼻
から吸う。 

お腹をへこ
ませながら
ゆっくり口
から吐く。 
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 診 断 

 予 防 

間質性肺炎の経過 

 間質性肺炎は、慢性進行性の経過をたどりますが、風邪や肝炎などの感染症

をきっかけとして急速に悪化する場合があります。これを間質性肺炎の「急性

増悪」といいます。 急性増悪の症状は、発熱、急激に悪化する息切れ、咳、

痰などがあります。急性増悪は、命に関わる病気です。そのため上記症状が出

現した場合には、早期に医療機関を受診することが重要です。 

 手洗いやうがいを励行すること、人混みなどで適宜マスクを着用することな

どの感染対策に加えて、インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、新型コ

ロナワクチンといった予防接種をしっかりと受けておくことが推奨されます。 

  急性増悪の診断のために血液検査、胸部画像検査、心臓超音波検査など各

種検査を行います。 急性増悪の薬物治療では、ステロイド大量療法と免疫抑

制剤などの併用療法を行います。そのほか酸素療法や呼吸リハビリテーション

を含めた集学的な治療が必要になります。 

04 急性増悪(治療法②) 
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リハビリの役割 

  1週間の安静で筋力が10～15％、3～5週間で50％まで低下すると言われ

ています。筋肉自体も細くなってしまい、2ヶ月以内には半分の細さになる

と言われています。また治療に使われる薬剤によっては、副作用にて筋力低

下を生じるものがあります。したがって、ベッド上でのストレッチや筋力強

化運動はもちろんのこと、立った状態での筋力強化運動、歩行練習、自転車

エルゴメータを行い、筋力向上と体力向上を目指します。 

 また、息切れや疲れなどの自覚症状に注意し、運動量を調整しながら行い

ます。 

看護の役割 

 急性増悪時は、少し動いただけでも低酸素血症になってしまうため、高流

量の酸素投与が必要になります。重症度によっては、24時間の点滴や心電

図モニターの装着など、全身管理に必要な処置を施します。処置が多くなる

ほど、患者さんの不安やストレスが大きくなり、眠れない、落ち着かないな

どの症状が現われやすくなります。治療に伴う精神的ストレスにも対応しな

がら、安心して前向きに治療が受けられるようサポートしていきます。 

 また、急性増悪をきっかけに在宅酸素療法(HOT)が導入になったり、介護

ベッドの利用や訪問看護の介入など社会資源の活用が必要になることもあり、

生活環境の変化を余儀なくされるため、早期から退院後を見据えて、多職種

と連携を図っていきます。 

11 

足の運動の1例 歩行練習 自転車エルゴメータ 



副作用について 

薬の種類について 

05 薬物療法(治療法③） 

 薬を使った治療は、病気の進行を抑え、呼吸の機能を保つために行います。薬

は自己判断で中止すると、症状が急速に悪化する可能性もあるため、きちんと服

用することが大切です。 

●ステロイド薬 

 主に肺の炎症を抑える効果のある薬です。飲み始めの量は、間質性肺炎の程度

や体重などによって決まります。最初は内服量が多く感じると思いますが、徐々

に減らしていく薬のため、ご自身の判断で内服の方法を変更しないでください。 

※内服薬の中断や、急激に量を減らすことによって、間質性肺炎の悪化や薬によ

る副作用が強く表れる場合があります。 

●免疫抑制剤 

 免疫機能を抑える効果のある薬です。免疫が通常と異なる働きをすることで、

炎症が起きる病気(間質性肺炎や関節リウマチなど)を引き起こします。その異常

な免疫を抑えることで炎症を防ぎます。 

●抗線維化薬 

 肺が硬くなり、縮んでいくこと(線維化)を予防する薬です。線維化を治すので

はなく進行を抑える薬であり、長期的に内服を続ける必要があります。 

●ステロイド薬 

 免疫低下による感染症のリスクの増加、胃の不快感、血 

糖上昇、血圧上昇、骨が弱くなる、寝付きが悪くなる、顔 

が丸くなる満月様顔貌などが出る場合があります。 

●免疫抑制剤 

 肝機能障害、腎機能障害、血圧上昇、手指振戦、しびれなどが出る場合があり  

ます。 

●抗線維化薬 

 下痢、吐き気、肝機能障害、光線過敏症(太陽の紫外線による皮膚炎)、味覚障 

害、食欲不振などが出る場合があります。 

ステロイド薬の副作用で 
顔が丸くなった場合 
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副作用の対策と症状に対する薬の使い方と注意点 

治療を継続するポイント 

 治療を続けていくと、先ほど紹介した副作用が起きてくる可能性があります。

出現する症状は患者さんによって異なりますが、その副作用をうまくコントロー

ルすることで治療を継続することができます。例えば、下痢症状には｢下痢止め｣、

吐き気に対しては｢吐き気止め｣など、起きている症状に合わせた薬を使用するこ

とで多くの症状を緩和することができます。 

 「このくらいは大丈夫」と我慢してしまうと症状が悪化してしまう可能性もあ

り危険です。｢もしかして副作用かな？｣と感じた場合は、我慢せずに病院スタッ

フへ相談してください。その他の悩みも相談してみるとスッキリとした気持ちで

治療と向き合えると思います。 

●下痢止め 

 ｢軟らかい便や水の様な便｣、｢排便回数が増えた時｣などに服用してください。

我慢できる範囲であっても、気になるようであれば内服してかまいません。下痢

が起きている場合は脱水症状にも注意してください。 

●塗り薬  

 処方される外用剤(塗り薬)は大きく分けて｢保湿剤｣、｢ステロイド薬｣の2つあり

ます。 

 ・保    湿    剤 …皮膚の乾燥を抑えることで、皮疹やかゆみを予防する働きが 

                           あります。 

 ・ステロイド薬…皮膚の炎症を抑えることで、皮膚の腫れ、赤み、かゆみ、痛 

                           みなどを改善する働きがあります。 

 ※保湿剤は毎日、ステロイド薬は症状がある時に塗ってください。 

 2つの塗り薬を同時に使う場合の塗る順番としては、①保湿剤を広く塗り広げ

てください。②ステロイド薬を症状のある部分に塗ってください。 

●吐き気止め 

 ｢胃の付近がムカムカする｣、｢吐いてしまいそう｣、｢気持ち悪くなりそう｣など

比較的軽い症状でも内服してかまいません。吐き気が出てからでは薬が効きにく

い場合がありますので、早目の内服も可能です。 

13 



導入の流れ 

酸素療法の効果 

06 酸素療法 

 間質性肺炎は、労作時に酸素を体の中に取り込みにくくなるため、体が低酸素

血症になります。このような状態では、心臓や脳などにも負担がかかり、日常生

活の様々な場面で弊害が生じます。そこで体に酸素を取り込む手助けとして酸素

療法を行います。 

①処方の決定 

 医師が診察、検査の評価を総合的に判断し適用を決定します。(例えば、動脈血

ガス分析、パルスオキシメータにて測定、6分間歩行試験、自覚症状の有無など) 

 ②開始 

 在宅酸素療法(HOT)の必要性と効果などについて、患者さんとご家族の方にご

説明し、同意をいただいたうえで開始します。 

 ③説明、指導 

 入院期間中などに医師や病院スタッフの指導のもとで酸素吸入を行い、吸入に

慣れていただきます。療養上の注意点および機器類の保守、管理内容、注意や緊

急時の対処方法について説明し練習します。 

 ④定期的な指導、管理 

 呼吸状態、機器の使用状況、日常生活状況について定期的に医師の診察(外来や

入院)を受けていただきます。 

 酸素は、他の薬と同じで医師により酸素の吸入流量や時間を最適な条件で

設定します。処方された流量や時間を遵守してください。息切れの悪化、発

熱、むくみ、咳、体重の増減など体調に異変が現れた場合は、速やかに相談

してください。 

●息切れを軽減してくれます。 

●肺や心臓など多臓器の負担を軽減してくれます。 

●寿命の延長につながります。 

●入院回数を軽減してくれます。 

●趣味活動や外出も可能となり、生活の質(QOL)の向上につながります。 
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効果判定  

入院・外来別のリハビリテーション 

継続のポイント 

           

介入基準 

07 呼吸リハビリテーション 

 日常生活の自立または老若男女を問わず全ての患者さんが対象です。間質性肺

炎の主症状は「労作時の息切れ」ですが、無症状または、軽症の患者さんでも対

象です。     

 肺の働きが損なわれ低酸素血症、息切れ、咳が出現し日常生活に制限が見られ

ます。そのため寝ている時間が多くなり筋力低下などの廃用症候群につながりま

す。その予防策として毎日の運動、息切れや咳を軽減させる動作練習の継続が大

切になります。 

 病気の進行とともに重症度が高くなり、体動でも息切れが起こるなど運動継続

が難しくなります。そのため低負荷の運動に切り替え、リラクセーションなどの

コンディショニングを多く行うことで、息切れの軽減を図ります。 

 症状は一人一人違います。スタッフと相談し、焦らず無理のないプログラムを

取り入れ継続しましょう。 

 医師の指示のもと患者さんの症状に合わせて、入院や外来での呼吸リハビリ

テーションを実施します。 

主なリハビリ内容 

●コンディショニング…呼吸練習、排痰法、リラクセーションなど。 

●運     動     療     法…関節可動域運動、筋力強化運動、歩行などの全身運動 

            など。 

●日常生活動作訓練…食事、着替え、入浴などで息切れや咳が起きにくい動 

           動作や姿勢の指導など。 

●教 育 プ ロ グ ラ ム…自主練習指導、パニックコントロール、在宅酸素療法 

           (HOT)の使用方法など。 

15 

 初回は精密検査のため入院し、退院した後は外来診療にて月1回通院していた

だきます。そして半年毎に初回入院時に行った6分間歩行試験を外来にて行いま

す。筋力検査、生活の質(QOL)検査なども定期的に行い、初回の結果を元に比較、

検討していきます。 



一
例
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低栄養を防ぐためにできること 

栄養療法の必要性と適切な栄養摂取について 

08 栄養療法 

 様々な要因で食欲低下が起こり、十分な栄養が取れないと痩せや低栄養を

招きます。低栄養は、活動量の低下や筋力低下につながりやすく、息切れや

倦怠感の増強を招きます。また、寝たきりのリスクが高くなることで、さら

に栄養状態の低下も起こすことがあります。この悪循環に陥らないようにす

ることが重要です。 

低栄養を防ぐために心掛けましょう 

●1日3食の食事を心がけてください。 

●バランスを整えた食事にしてください。 

・良質なたんぱく質は筋力低下を防ぎます。 

・主食(穀類)以外にも、主菜(肉、魚、卵、 

 乳、大豆製品)は毎食取るようにしてください。 

●栄養補助食品を利用してください。 

 市販の栄養補助食品を上手に取り入れていきましょう。エネルギーやたん

ぱく質が強化されたゼリータイプや飲料など、MCTオイルやMCTオイルを使

用したゼリーなどがあります。 

※MCT(中鎖脂肪酸)は、吸収が速くすぐにエネルギーとして分解されるのが特徴です。 

  

 

  間質性肺炎は、咳、労作時の息切れ、疲労などによりエネルギー量の需要

が増大しているため、体重減少や筋力低下を招きやすい状態にあります。そ

のため、十分な栄養量の確保が必要です。また、体重増加による肥満の状態

でも息切れは招きやすくなります。個々に合った適切な栄養管理をしていき

ましょう。 

体重 □Ｋｇ÷身長 ○ｍ÷身長 ○ｍ =BMI  

ＢＭＩが18.5未満 
ＢＭＩが 

18.5～25未満 
ＢＭＩが25以上 

痩せ 標準 肥満 

まずは自分の体格を知るために 
体格指数(BMI)を計算しましょう。 

体重(ｋｇ)÷身長(ｍ)÷身長(ｍ)＝BMI 

低栄養に 

よる悪循環 
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食欲が 
わかない 

食事量 
が減る 

低栄養 
状態 

活動量 
が減る 

筋力 
低下 



献立を見直しましょう 

食パンにはバターと卵を加え、コーヒーはカフェオレに、食パンはク

ロワッサンにするだけでも手軽にカロリーUPできます。 

麺類は炭水化物に偏りがちになります。油揚げ、かまぼこ、天ぷらを

加えてバランスを整えましょう。 

ごはんに味噌汁や漬物だけでは、バランスがよくありません。 

簡単に用意できる納豆や市販の魚の缶詰を加えるだけでも良いです。 

調理方法を工夫しましょう 

①油を使用した料理を上手に取り入れましょう。 

 油はカロリーが高い食品です。茹るや蒸す以外にも、炒め物や揚げ物へ変  

えてみてください。 

②調味料を取り入れましょう。 

 マヨネーズやねりゴマは油が多く、さらに食材をまとめる働きがあります。

飲み込みやすくしたいときにも利用してみてください。 

1回の食事量を少なくし数回に分けて食べましょう 

 息切れや疲労により1回の食事では十分な量が取れない場合があります。   

場合によっては1回の食事量を減らし、複数回に分けると負担が少なくなり

ます。間食に、カステラ、アイスクリーム、プリンなど、卵や牛乳を使った

物を取り入れると栄養が取りやすくなります。 

朝食 

昼食 

夕食 
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炒飯、ピラフ お稲荷さん 

カロリーが高い食品例 

野菜炒め 唐揚げ 天ぷら 
フライド
ポテト 

調味料例 



09 緩和療法 

 ｢動いたときに息苦しくなる｣のが間質性肺炎の特徴です。そして、この息

苦しさは病気の進行とともに強く感じるようになり、行動が制限され、日常

生活が思い通りにいかなくなり、趣味や役割をはたせなくなります。今まで

できていたことができなくなることで生じる不安感、恐怖心、喪失感など精

神的苦痛を伴います。 

 緩和療法とは、病気の進行によって生じる様々な苦痛症状を和らげること

で、生活の質(QOL)を維持し、自分らしい生活を送るためのケアです。 

 当院では「非がん緩和ケアチーム」を結成し、多職種で連携し合いながら、

患者さんに寄り添ったケアを提供しています。その一環として、「非がん緩

和ケア病床」を開設しております。非がん緩和ケア病床は、間質性肺炎の進

行により息苦しさが増強し、そのコントロールが必要な方や息苦しさのため

今までと同じ生活を送ることが困難となり、生活環境の見直しが必要になっ

た方が、日常生活を保ちながら療養場所の調整や症状緩和につとめる病床で

す。 
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10 口腔衛生 

 間質性肺炎の方は、感染症に注意が必要です。大切なことは、しっかり食

事が食べられるように口腔内の環境を整え、清潔に保つための口腔ケアを行

うことです。 

このような症状がありませんか。 

●虫歯があり、歯石がついていませんか。 

●差し歯が取れていたり、銀歯が外れたままになっていませんか。 

●歯が抜けたままになっていませんか。 

●ぐらつく歯はありませんか。 

●歯ぐきが腫れていたり、出血したり、膿が出たりしていませんか。 

●入れ歯は自分の歯と合っていますか。 

●咬める歯がない、奥歯でしっかり咬めないことはありませんか。            

※一つでも当てはまることがある方は、まず歯科治療が必要です。 

あなたのお口は大丈夫ですか？ 

 

口腔ケアをしていますか？ 

 歯がない、総入れ歯、部分入れ歯だから、食べていないから、などという

理由で歯磨きをしていない人はいませんか。口腔内は、体の中で最も細菌が

多い場所です。食事をしていなくても、歯がなくても、粘膜や舌に細菌は付

着しているので、自分の口腔内に合わせたケアを行いましょう。 

①総入れ歯、歯がない、根だけ残っている方 

●粘膜を口腔ウエットティシュで拭いてください。 

●舌みがきを行ってください。 

●マウスウォッシュやうがいをするなどのケアを行ってください。 

※根だけが残っている歯がある場合は、やわらかい歯ブラシで歯ぐきを傷つ

けないようにやさしく汚れを除去しましょう。 

②部分入れ歯を使用している方 

●入れ歯を使用している方は、入れ歯の清掃、洗浄が必要です。食後は必ず

入れ歯を外し、残っている歯を磨いてください。入れ歯は専用の歯ブラシで

磨き、夜は外して洗浄剤に浸けましょう。 
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あなたのお口は大丈夫ですか？ 



 薬の副作用により、口内炎や口腔カンジダ症など、口腔トラブルが発生す

ることがあります。 

●口内炎や潰瘍の原因は様々で、頬の内側、舌、唇、歯ぐきなどに発症しや

すく、痛みを伴います。すぐ治るだろうと放っておくと悪化することがある

ので、早めの処置が大切です。 

●口腔カンジダ症は、口腔内の常在菌が過剰増殖することにより、上あご、

頬の内側、舌などの粘膜に白い苔のような膜が付着します。舌の痛みや味覚

異常になることがあります。両側の口角が切れることも特徴です。 

一般的な口腔トラブル 

杉野先生作成イラスト 

③息切れのため歯磨きがつらい方 

●電動歯ブラシを使用してみてください。 

●椅子に座って歯を磨いてみてください。 

●歯磨き粉をつけずに歯磨きを行い、うがいの回数を少なくしてみてください。 

●肘をついた状態で歯磨きを行い、体に負担がかからないようにしてみてくだ

さい。 

※自分の体に合わせ、無理のないケアを行っていきましょう。 
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難病の特定医療費助成制度 

11 医療制度、退院支援 

 支給を受けるためには、市区町村の申請窓口(保健所や役所など)で申請手

続きを行い、承認されると受給者証が交付されます。その受給者証を医療機

関と薬局に提示することで、受給者証に記載された病気の治療について公費

負担の適用になります。自己負担限度額は世帯収入により異なります。申請

から認定までは、約3ヶ月程度かかります。 

※間質性肺炎には種類があり、すべてが対象となるわけではありません。対

象となるかは主治医へご確認してください。 

 国が定める「指定難病」のうち、症状が一定以上程度または高額な医療費

を長期に支払っている場合、難病に関係する医療費が助成され自己負担が軽

減される制度です。 

公的支援制度 

  間質性肺炎の治療で用いられる抗線維化薬をはじめとする薬剤は高価なものが

多いです。また、在宅酸素療法(HOT)が必要になった場合には、さらに医療費が

必要となります。安心して治療を受けていただくために難病医療費助成制度や介

護保険制度、身体障害者手帳などの制度についてご紹介します。 

医師が判定した重症度 医療費助成申請の条件 

Ⅰ～Ⅱ度 

申請日の属する月以前の12ヶ月以内におい
て、難病に関する医療費総額が33,330円を
超える月が3ヶ月以上ある場合、4ヶ月目か
ら申請可能(軽症者特例)。 

Ⅲ～Ⅳ度 診断された時点で申請可能。 
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高額療養費制度 

  

 

●70歳以上の方 

所得区分 
自己負担限度額 

外来 入院 多数該当 

現役並 
所得者 

252,600円＋(総医療費－842,000円)×1％ 140,100円 

167,400円＋(総医療費－558,000円)×1％ 93,000円 

80,100円＋(総医療費－267,000円)×1％ 44,400円 

一般 
所得者 

18,000円 57,600円 44,400円 

住民税 
非課税世帯 

8,000円 
24,600円   

15,000円   

 難病医療費助成制度の対象とならない方や先に述べた軽症者特例に該当す

る以前の方は、加入されている健康保険により、医療費の自己負担が軽減さ

れる制度があります。 

 医療費や薬局で支払った医療費(食事代やベッド代を除く)が1ヶ月間で自

己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。 

 また、あらかじめ加入している健康保険の保険者へ手続きを取ることで、

医療機関の窓口支払いを自己負担限度額までとする限度額適用認定という制

度もあります。 

●70歳未満の方 

所得区分 自己負担限度額 多数該当 

区分ア 252,600円＋(総医療費－842,000円)×1％ 140,100円 

区分イ 167,400円＋(総医療費－558,000円)×1％ 93,000円 

区分ウ 80,100円＋(総医療費－267,000円)×1％ 44,400円 

区分エ 57,600円 44,400円 

区分オ 35,400円 24,600円 
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【利用までの流れ】 

※申請から認定まで約1ヶ月かかります。 

受けられるサービス 

●在宅サービス 

・通所して利用(通所介護や通所リハビリテーションなど) 

・訪問を受けて利用(訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなど) 

・住宅環境を整える(介護ベッドや車いすのレンタルなど) 

●施設サービス 

・施設へ入所しサービスを受ける(介護老人福祉施設や介護老人保健施設など) 

身体障がい者手帳 

 身体障がい者が、医療の給付や補装具の交付などさまざまな福祉のサービ

スを受けるために必要な手帳です。提供される福祉のサービスは、障がい区

分や等級によって異なります。障がいも様々あり、在宅酸素療法(HOT)を導

入する際には、内部障がい(呼吸器)の対象になる場合があります。対象とな

るかは主治医へご確認ください。等級により医療費助成を受けることもでき

ますが、お住いの市区町村により内容は異なります。 

 

※介護や制度利用のご相談は、医療ソーシャルワーカーまでご相談ください。 

介護保険制度 

市区町村 
窓口へ申請 

 介護や日常生活での支援が必要な方が、市区町村へ申請し介護が必要と認

定されると利用できる制度です。 

【対象者】 

●第1号被保険者…65歳以上の方で介護が必要と認定された方。 

●第2号被保険者…40～64歳までの方で老化が原因とされる特定疾病が 

         原因で介護が必要と認定された方。 

訪問調査、 
主治医意見書 
の提出 

審査、 
 、認定 

サービス利用 
(ケアプランの
作成) 
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※特定疾病…初老期認知症、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患、関節リウマチなど。 



12 合併症 

①肺がん 

 間質性肺炎がある方は、肺がんの合併が高くなります。肺がんは進行度

によって治療法が決まりますが、間質性肺炎合併肺がんでは放射線治療は

禁忌となることや、手術や抗がん剤治療後の合併症として急性増悪が問題

となるため、 治療は慎重に行う必要があります。 

  

②肺高血圧症 

 間質性肺炎は、肺の構造と肺血管が破壊されてしまいます。そこに低酸

素血症が加わるとさらに肺血管が細くなります。その結果、心臓から肺に

血液を送る際に大きな負担がかかるようになります。それが長期間続くと

心臓の機能が弱まり肺高血圧症を引き起こします。心臓超音波検査や右心

カテーテル検査を行い、適切な酸素投与、利尿剤、血管拡張剤によって治

療を行います。 

  

③感染症 

 間質性肺炎の治療においてステロイド薬や免疫抑制剤を使用する場合が

あります。免疫力が落ちるため感染症に感染しやすい状態になります。そ

のため肺結核、非結核性抗酸菌症、真菌(カビ)感染症、ウイルス感染など

を発症する可能性があります。定期的な胸部画像検査や血液検査、必要に

応じて喀痰検査や気管支鏡検査などを行います。 

  

 

④気胸 

 間質性肺炎は、肺の構造がもろくなるため肺から空気がもれ、肺がつぶ

れてしまう「気胸」を発症しやすくなります。突然の息切れや胸痛が出た

場合には気胸の可能性があるため、早期の医療機関受診や胸部画像検査が

必要です。治療は肺の状態によって、胸腔ドレーンという管を入れ、つぶ

れた肺を広げます。 
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13 感染対策 

 間質性肺炎は、風邪などの感染症をきっかけに、息苦しさや咳の症状が急速に

悪化し、急性増悪を起こすことがあります。 

 病気の悪化を防ぐためにも、普段から感染対策を行いましょう。そのため、イ

ンフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、新型コロナワクチンなどの予防接種

を受けることが重要です。 

手洗いやうがい マスクの着用(人混みでは特に注意) 

口腔内を清潔に保つ 

十分な水分摂取 

 バランスの良い食事 

 十分な睡眠(休息) 
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日常での感染対策 

https://2.bp.blogspot.com/-uA2unFwUeg0/V4SBGtqHhxI/AAAAAAAA8R8/rcQxAPRJFVE4I0j5ugZXFIRhxcMpX0UGwCLcB/s800/ugai_woman_garagara.png
https://1.bp.blogspot.com/-69PxiIk60bk/WnuyOXG2HKI/AAAAAAABKBA/BM9TToaNqys15daL8FpgXK2skPXDlwCCwCLcBGAs/s800/tearai_hand_suidou.png
https://1.bp.blogspot.com/-38ob8N82hu8/XoL5gTm1ySI/AAAAAAABX-o/Coz47bZg3ospwaSksUV__cjBmvI9zN-FACNcBGAsYHQ/s1600/virus_hanareru_train_mask.png
https://3.bp.blogspot.com/-gM9e-i8dA-I/W3abQcHyHMI/AAAAAAABN_8/H1g9mg_6_3YK-Vp47HHGQvlew0xnM3K4QCLcBGAs/s800/ha_hamigaki_girl.png
https://1.bp.blogspot.com/-S9RqSiabOLQ/Ufj1JLO7KiI/AAAAAAAAWnE/56XSCoecLyc/s800/seikatsusyukan_lowcalorie.png
https://3.bp.blogspot.com/-sePmXi-hXeo/W1qdaIU417I/AAAAAAABNqE/0MpBgG4iMt4or387sDdfDGtIJjE4HMlBACLcBGAs/s800/drink_suibun_hokyuu_man.png
https://1.bp.blogspot.com/-r_sqC4PA-oM/WASJQOdJ6qI/AAAAAAAA_Bc/VAENuCu0rnM7FYycH3lurF2_8wogu_hswCLcB/s800/neru_sleep_ojisan.png
https://2.bp.blogspot.com/-BPXRyPZGjrA/VJ6XMHPQHXI/AAAAAAAAqG4/FosuyD-hKOQ/s800/time4_yoru.png
https://2.bp.blogspot.com/-kS0KYtj4ADY/V2vX4JdzzHI/AAAAAAAA754/nc0jh5dCvnkVMLaCUhvymAenJkP8nxS0ACLcB/s800/curtain_open.png


お わ り に 
 13項目に渡り、間質性肺炎について説明させていただきました。何かわからないこ

とがあれば、お気軽にご相談ください。このハンドブックを参考にしていただき、患

者さんとご家族が少しでも楽にそして、笑顔で生活できることを祈願しております。 

 

                 間質性肺炎・肺線維症センター スタッフ一同 

間質性肺炎・肺線維症センター 
福島県郡山市安積町長久保1丁目10番地13 

T E L . 0 2 4 - 9 4 6 - 0 8 0 8 
http://www.tsuboi-hp.or.jp/ 

火曜日・水曜日の午後 

木曜日の午前 

●診察日 

月曜日の午後(紹介患者のみ） 

●外来予約センター 

T E L . 0 2 4 - 9 4 7 - 1 5 9 9 
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