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（午後 ６時３０分 開会） 

○環境保健衛生課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第２３回東京都大

気汚染医療費助成検討委員会を開催したいと思います。 

  各委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところ、御出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

  まず初めに、本日の会議はウェブ形式の会議で開催となります。円滑に進められます

よう努めてまいりますが、機械の不具合等により、映像が見えない、また、音声が聞こ

えないなどございましたら、その都度、事務局にお知らせいただきたいというふうに思

っております。 

  ウェブ会議を行うにあたりまして、委員の皆様に３点、お願いがございます。 

  １点目は、御発言の際には挙手ボタンを押していただき、委員長からの指名を受けて

から御発言を行ってください。 

  ２点目は、議事録作成のため、速記が入っております。御発言の際は、必ずお名前を

おっしゃってから、なるべく大きな声ではっきりと御発言いただきますよう、お願いい

たします。 

  最後、３点目でございますが、議事に入りましたら、御発言の際以外は、マイクとカ

メラをオフにしていただきますよう、お願いいたします。 

  それでは、本日の委員会開催にあたりまして、健康安全部長、高橋から、御挨拶を申

し上げます。 

○健康安全部長 健康安全部長の高橋でございます。本日は、遅い時間にもかかわらず、

本委員会に御出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

  会議に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。大気汚染医療費助成につきましては、

平成３０年４月に、１８歳以上の患者の方々につきまして、月額 6,000 円の自己負担を

お願いする制度となりまして、間もなく３年が経過いたします。 

  令和３年２月末時点の認定患者数は、約 5 万 5,000 人となっておりまして、この間、

制度としては順調に運営されているところでございます。 

  しかしながら、このたびの新型コロナウイルス感染症の蔓延によりまして、医療機関

への受診に不安を抱える気管支ぜん息等の患者の方々に対応するために、後ほど詳しい

説明をさせていただきますが、特例的な制度運営を図っているところでございます。 

  患者の方々におかれましては、新型コロナウイルス感染症が社会にもたらす影響の広

さというものを認識いたしますとともに、治療が不十分であったり、中断することがな

く、しっかりとコントロールしていただきたいと考えております。 

  本日の議事でございますが、本日の委員会では、お手元の議事次第のとおり、制度の

運用状況及び患者データの解析について御審議いただきたいと思っております。委員の

皆様におかれましては、それぞれの御専門のお立場から、忌憚のない御意見をいただけ

ればと存じます。 
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  本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 それでは、議事に入りますまで、進行につきましては、御紹介が遅

れましたが、私、環境保健衛生課長の木村が務めさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

  令和２年１月２９日の開催から、本日までの間に、委員の交代がありましたので、御

案内申し上げます。東京都の人事異動に伴いまして、新たに田中委員と山川委員が就任

しております。 

  続きまして、委員の皆様を御紹介させていただきます。 

  大田委員でございます。 

○大田会長 大田です。どうぞよろしくお願いします。 

○環境保健衛生課長 川上委員でございます。 

○川上委員 よろしくお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 蓮沼委員でございます。 

○蓮沼委員 よろしくお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 龍岡委員でございます。 

○龍岡委員 よろしくお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 岩田委員でございます。 

○岩田委員 よろしくお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 大谷委員でございます。 

○大谷委員 よろしくお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 王委員でございます。 

○王委員 よろしくお願いします。 

○環境保健衛生課長 田中委員でございます。 

○田中委員 田中でございます。よろしくお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 なお、本日御欠席の御連絡をいただいているのは、北村委員、成田

委員、山川委員でございます。 

  続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。まず、議事次第。続きまして、

委員名簿。資料につきましては、資料１から４。それと資料５につきましては、５－１

から５－５となっております。そのほか、参考資料をお送りしております。 

  不足等はございませんでしょうか。 

（なし） 

○環境保健衛生課長 それでは、これ以降の議事の進行につきましては、大田会長にお願

いしたいと思います。大田会長、よろしくお願いいたします。 

○大田会長 それでは、まず議事に入ります前に、本委員会の情報公開に関する取扱いに

ついて、お諮りいたします。会議並び会議録は、東京都大気汚染医療費助成検討委員会

設置要綱第８条により、本委員会で特に非公開とする旨の申合せがなされない限り公開
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とするということで、以上、御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○大田会長 異議なしということでございますので、では、本日の委員会は公開というこ

とで取扱うこととさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、早速議事に入りたいと思います。 

  まず、議事の（１）制度の運用状況についてということで、資料の１、大気汚染医療

費助成認定患者数（各年度末）の説明を受けて、質疑を行いたいと思います。 

  では、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 私は環境保健衛生課の杉田と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

  私のほうから、資料のほうの説明をさせていただきます。 

  まず、資料１をお開きください。こちらは、大気汚染医療費助成の年度末ごとの認定

患者数でございます。 

  平成２７年度をピークに減少しておりまして、令和元年度末は 5 万 9,905 人となって

おります。 

  参考に掲載しておりますが、直近の令和３年２月末時点では 5 万 5,693 人となってお

ります。 

  資料１については以上でございます。 

○大田会長 それでは、質疑等があれば、お願いいたします。いかがでしょうか。 

  認定患者数の推移ということで、各年度末のデータ表及びそれをグラフにしたものが

出ておりますけれども。特にございませんでしょうか。 

（質疑等なし） 

○大田会長 では、特にないようですので、質疑は以上とさせていただきまして、資料２

ですね。「新型コロナウイルス感染症」に関わる、東京都大気汚染医療費助成制度の運

用について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、次に、資料２をお開きください。昨年からの新型コロナウイルス感

染症の流行に関わる大気汚染医療費助成制度の運用について、御報告をさせていただき

ます。 

  新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、令和２年４月の国の緊急事態宣言を受けま

して、東京都では、特別措置の条例を設けまして、大気汚染医療費制度の医療券の更新

期間を９月３０日まで延長いたしまして、その間の更新対象者は更新しなくても医療券

を使用することを可能といたしました。 

  しかし、その間も、この新型コロナウイルス感染症は収まりを見せずに、患者の方々

からは、病院に行くのが怖いなどの御意見を受けまして、東京都といたしましては、１

０月以降も新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、更新書類である、主治医診

療報告書を後日提出するとする念書を提出していただくことで、更新書類とみなしまし

て、医療券を発行する特例的な措置を３月３０日までを期限といたして実施いたしまし
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た。 

  その後も、年末年始にかけまして、コロナの患者数の増加を受けまして、国は令和３

年１月に２回目の緊急事態宣言を発令いたしました。これを受けまして、東京都といた

しましては、再度特別措置の条例を設けまして、大気汚染医療費助成制度の医療券更新

期間を令和３年６月３０日まで延長いたしまして、その間の更新対象者については、更

新しなくても医療券を使用可能としております。 

  また、主治医診療報告書の後日提出につきましても、３月３０日までを６月３０日ま

で期限を延長して対応しております。 

  以上で、「新型コロナウイルス感染症」の流行に関わる、大気汚染医療費助成の運用

につきまして、御報告は以上とさせていただきます。 

○大田会長 ありがとうございます。それでは、質疑等がありましたら、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  いかがでしょうか。コロナ禍という、大変な事態の中で、ぜん息の患者さんも、特に

この助成を受けるということで、制度を活用するためにそれなりの工夫がしていただけ

たということで、更新ということに関する便宜を図っていただいたわけでありますけれ

ども、実際の診療の中で、そういうことに対して患者さんのほうから疑問が投げかけら

れたり、あるいは要望が投げかけられたりというようなことはございましたでしょうか。 

（委員等から発言なし） 

○大田会長 特にないですね。ということは、うまくその情報がきちんと公開され、ある

いは周知徹底されたという表現で適切でしょうか。そういう形の中で運用されていると

いうことで、これが不十分な伝達によって資格を失ったとか、そういう事例が特には見

られていないということで、よろしいでしょうか。 

  これがまた、今後につながるということもございますので、ぜひ、今のうまくいって

いる体制というのを配慮いただきながら、更新ということは非常に患者さん個々にとっ

ては重要なことになると思われますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  よろしいでしょうか、各委員の先生方。 

（質疑等なし） 

○大田会長 それでは、このことに関する質疑は以上とさせていただきます。 

  次に、資料３ですけれども、医療費助成の状況についてということで、事務局から説

明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料の３をお開きください。こちらは、医療費助成の状況でござい

ます。 

  令和元年度末時点におけます医療費助成のデータから、給付記録の解析等を行ってお

りまして、対象期間は令和元年度の支払い分で、平成３１年２月から令和２年１月の診

療月分でございます。 

  ページをめくっていただきまして、２ページを御覧ください。こちらが、認定患者の
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分布表となってございます。 

  ３ページをお開きください。こちらは、上段の表の右下になりますが、令和元年度の

公費支払額の合計額は 15 億 673 万 5,000 円余りとなってございます。 

  以降のページにつきましては、年齢別の再掲となっておりまして、グラフ表記させて

いただいているものでございます。 

  少し飛びまして、１０ページをお開きください。こちら、表の下段になりますが、こ

ちらは、診療年月別診療区分別件数になってございます。入院件数は総計で 1,710 件で、

外来は 16 万 3,968 件となってございます。 

  簡単ではございますが、資料３の説明は以上です。 

○大田会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、質疑等がございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 

  数字をグラフに表したりして、大きな比較がここは見られるわけですけれども、いか

がでしょうか。年齢ごとに影響がどれほど出ているかというふうなことの認識は、まと

めていただくとどうでしょうか。 

  特にございませんでしょうか。入院とか外来の区別の中で年齢で見ていきますと、さ

すがに入院に関しましては７５歳以上のところが大きな数値を出しているということが

目立ちます。外来に関しましては、これはあまり変化なく、こういった形の分布が継続

している。それぞれ継続している内容を、それぞれ反映しているというふうな認識でよ

ろしいでしょうか、事務局のほう。 

○事務局 その認識で結構でございます。 

○大田会長 では、特に質疑がなければ、このことに関しては以上とさせていただきたい

と思いますけれども。 

  淡々と進んでおりますが、次に資料４ですね。外来・入院等の患者の傾向に関する調

査ということで、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局 次に、資料４を御覧ください。こちらは、例年つけている資料ではなくて、今

年度新たにつけた資料でございますけれども、外来入院患者等の傾向に関する調査資料

でございます。 

  こちらは、１ページの記載にありますとおり、前回の委員会において報告いたしまし

た、診療月別診療区分別件数につきまして、２０１８年３月、こちらは平成３０年３月

までと、２０１８年４月、こちらは平成３０年４月以降の実績が減少したことにつきま

して、ここにカウントされていない方々の重症度などはどのような傾向にあるのかとい

う御意見がございまして、その方々につきまして、調査をいたしました。 

  調査は、平成２９年度に外来入院実績がある方を抽出いたしまして、こちらが①にな

ります。この方々のうち、平成３０年度にシステム上の実績に載ってこなかった方々、

こちらを②といたしまして抽出いたしまして、それぞれの傾向を調査いたしました。 

  まず、１ページの真ん中から下を御覧ください。まず、外来の平成３０年度にシステ
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ム利用の実績に載ってこなかった方々の重症度別の割合を出してございます。重症度別

の割合でございますが、軽症間欠型が 14.3％、軽症持続型が 41.2％、中等症持続型が

31.0％、重症持続型が 13.0％、最重症持続型は 0.6％という結果でした。 

  次の表は、２９年度に実績がある方全体の重症度割合を参考として出しておりまして、

軽症間欠型が 13.5％、軽症持続型が 37.2％、中等症持続型が 31.8％、重症持続型が 16.4％、

最重症持続型が 1.1％という結果でした。 

  １ページおめくりいただいて、２ページをお開きください。内訳としての、その割合

を円グラフで比較したものを掲載してございます。 

  また、その表の下の図表になりますが、こちらは平成２９年度に外来実績がある方々

を、平成３０年度のシステム上の実績があった方、実績がなかった方に分けまして、重

症度別に人数の規模別に整理した表となってございます。 

  ３ページをお開きください。こちらは、平成３０年度にシステム上の実績に載ってこ

なかった方々で、月別の医療費助成額を金額別に件数を整理したものでございます。 

  6,000 円以下の件数の割合は 68.3％、１万円以下が 21.5％、１万１円以上が 10.2％と

なってございます。 

  また、その下の表は２９年度実績がある方の全体の件数割合を参考として出しており

まして、それを円グラフで比較しております。 

  その下には、平成３０年度に実績があった方、なかった方の月額、金額別の件数の規

模別に表した図と表となってございます。 

  ４ページをお開きください。こちらは、入院の実績となってございます。考え方は外

来と同一で、入院と重症度別の割合ですが、軽症間欠型が 7.2％、軽症持続型が 22.7％、

中等症持続型が 31.7％、重症持続型が 34.2％、最重症持続型が 4.2％という結果でござ

いました。 

  全体の割合との比較は下の図のとおりになります。 

  また、その下の図は重症度別に人数の規模別に表した表と、次の５ページが予測値と

なってございます。 

  また、その５ページの中段には、同じく入院の月別の医療費助成額を金額別に件数を

整理したものとなってございます。 

  6,000 円以下が 42.1％、１万円以下が 3.5％、１万１円以上が 54.4％となってござい

ます。 

  その下の図表も、外来と同じく２９年度実績全体の割合を参考として円グラフで比較

してございます。 

  また、１ページおめくりいただきまして、６ページをお開きください。月額金額別の

件数の規模別に表した図と表となってございます。 

  続きまして、７ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは、更新しなかった方々

の傾向調査となってございます。こちらは、前回の委員会の中で更新しなかった方々の
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傾向も、どのようなものなのかという御意見を受けまして、こちらは２９年度末の患者

様の名簿から、３０年度末の患者様の名簿に載ってこなかった、更新しなかった方を抽

出いたしまして、傾向を調査いたしました。 

  まず、重症度別の割合でございますが、軽症間欠型が 22.2％、軽症持続型が 39.3％、

中等症持続型が 26.0％、重症持続型が 11.8％、最重症持続型が 0.8％という結果でござ

いました。 

  その下には、２９年度末、患者名簿にございます重症度の割合を参考として出してお

りまして、それを円グラフで比較したものとなってございます。 

  １ページおめくりいただきまして、８ページは３０年度末までに更新しなかった方の

２９年度外来入院の月別の医療費助成額を金額別に件数を整理したものでございます。 

  また、それぞれ２９年度実績全体の割合を参考として円グラフで比較してございます。 

  最後になりますが、資料４全体に関してですが、円グラフで比較したそれぞれの数値、

人数、助成額別件数ごとを比較した、それぞれの数値を統計でありますリジット解析い

たしまして、全ての比較した数値につきまして、統計上有意な差があると示唆されたと

いう結果が得られております。 

  資料４の説明は以上となります。 

○大田会長 どうもありがとうございました。 

  では、今説明いただきました資料４についての質疑を始めたいと思います。 

  たくさんのデータで、ずっと話をいただきましたけれども、まず、外来・入院等の傾

向調査というところから考えていきたいと思いますが、委員の先生方、いかがでしょう

か。 

  岩田委員、どうぞ。 

○岩田委員 なかなか資料が多くて、これの解読が正直難しいんですけれども、要するに、

6,000 円で切ってしまった結果、患者さんの変化があると判定されているんでしょうか。

要するに、一番の勘所だろうと思うんですけれども、なかなか資料だけからはあまりは

っきり見えてこないんですが、ちょっと見方が悪いのかも分かりませんけれども。 

  この辺は、事務局としてはどう考えていらっしゃるのでしょうか。 

○大田会長 よろしくお願いします。 

○環境保健衛生課長 今、御発言があったとおり、なかなかこの数値だけでは一概に、ど

ういうような傾向があるかということは分かりかねるというのが、事務局の見解でござ

います。 

○大田会長 ただ、あれですよね。実際に助成を受けている人数は減ったわけですよね。

だから、その点の影響はあったわけですけれども、その影響がどういう例えば重症度分

布の中で表現されているかということが、その後にまとめてあったり、入院、外来につ

いてそれぞれまた、分けてあるんだなというふうに思ったんですが、ただ、確かに比率

と絶対数と、その辺りのところの読みですよね、それがそのまま数字そのものも見るし、
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パーセントも見るしということでいったときに、一つ疑問なのは、いわゆる最重症の方、

あるいは重症の方々は制度が変わっても、きっと参加されるといいますか、受けようと

いう形で継続されるということを予測し、また軽いほうのグループを考えますと、どち

らかというと現状に合わせて、特に助成のための更新ということをやらない人が出てく

るのではないかというふうにも思っておりましたが、委員の先生方は、それぞれに違う

かもしれませんけれども、個人的には、そこに例えば示してありますような分布ですね、

重症度ごとの分布等から、もっとはっきりとした形で差が出ないかなと。特に最重症持

続型の方も一定数はいらっしゃいますけれども、数としては減っているという点も非常

に、その方たちはどういうふうな形で、その後治療を続けられているんだろうか、ある

いは治療が少し変わった形になってしまって、状態が悪くなっているとか、その辺りの

ところまで疑問が浮かぶんですけれども、それは見方としては正しいんでしょうか。 

○環境保健衛生課長 なかなか追跡の調査をきめ細かに行っていないので、そこまでの判

断ができないというのが実情でございます。 

○大田会長 例えば、１ページのところの表は、最重症持続型８６１人対２５０人という

形になっているわけですけれども。ということは、②の方々は実際にそこから脱落とい

いますか、外れた方々でよろしいわけですよね、この制度から。 

○環境保健衛生課長 そうですね、②の方は。 

○大田会長 ですから、人数として多変量で見たときの 0.6％、1.1％というのは有意差が

つかないのかというのはちょっと分かりませんけれども、それは総数に対する比率であ

って、数そのものは間違いなく減っているということで、その減っていることに対する、

今度、それぞれの治療効果に対しての変動があるかどうかというのは、次のステップだ

と思うんですが、その辺りがまだはっきりしないということで、よろしいでしょうか。 

○環境保健衛生課長 そうですね。 

○大田会長 ほかの委員の先生、あるいは委員の皆さん、どうでしょうか。 

  岩田先生、どうぞ。 

○岩田委員 今のことは、最後のほうの７ページの、更新しなかったグループをせっかく

解析していただいているんですけれども、受診しなかった人と更新しなかった人の傾向

が同じであれば、要するに費用を払うということのデメリット感じちゃった方々が更新

をしない、かつ３０年度は受診しないと、そういうことを言えそうでしょうか。 

○大田会長 いかがでしょうか。今の質問に関してのお答えがありましたら、お願いしま

す。 

○環境保健衛生課長 数字上見ていると、今お話のあったような傾向が見てとれるような

ことは感じるのですが、実際、それが正しいのかどうか検証ができていないというとこ

ろが実情でございまして、そういう面では、数字上の傾向としてはそのような内容とし

て取れるのですが、それがはっきりそのとおりだということを事務局のほうとしては確

証が得られないというのが実情でございます。 
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○大田会長 よろしいでしょうか、今のような回答で。 

○岩田委員 解析途上だと思いますので、結構かと思います。 

○大田会長 このぐらいの数字は予測されたのかどうか、ちょっと余計な質問になるのか

もしれませんが、ある程度こういう制度の変更があった場合に、予測としてはこうなる

んじゃないかと、もし見積もっていらした場合に、これは予想どおりのある程度の数字

に収まっているとか、そういう予測値と比べてどうかというのは、何かございますでし

ょうか。 

○環境保健衛生課長 特にございません。 

○大田会長 個人的には、さっき申し上げたとおりで、意外と重症のほうの方々に関して

も申請を更新されていない方がいらっしゃるんだなというのが、率直な意見だったんで

すが。 

  大谷委員どうぞ。 

○大谷委員 １８歳以下の方というのは、たしか全額補助だと思うんですね、大気の場合

は。１８歳になると大気申請できないんですけれども、この統計の中には、１８歳以下

の方と、あと更新しなかった分として１８歳になった方も含まれるんでしょうか。教え

ていただければと思います。 

○事務局 こちらは含まれた形で統計は出させていただいております。 

○大谷委員 そうすると、１８歳になった方というのは、やめざるを得なくてそうなって

しまったので、自分から、自ら更新しなかったわけじゃないと思うんですよね。その方

たちを含めて統計に入れたのでは、ちょっと趣旨が違うのではないかと思ったんですけ

れども、今後はどうされますでしょうか。 

○大田会長 いかがでしょうか、今の御質問に対して。 

○環境保健衛生課長 今の御指摘いただいた点につきましては、今後、考えながら集計の

ほうを行っていきたいと思います。 

○大谷委員 そうですね、私たち見ていると、１８歳でなって重症なんですけれども、こ

れで終わってしまうからという方が、やっぱり小児の場合は多いもので、ぜひそこら辺

のことを御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○大田会長 最初の資料３のところであれですかね、非認定患者数というので谷がぽんと

できていて、それから山がまた出ているという、そこのところがポイントでしょうか。 

○大谷委員 そうだと思います。 

○大田会長 資料３の２ページですね。年齢別に細かいヒストグラムが書いてありますけ

れども。 

  ですから、この部分を考慮した形で考えないと、別立てにしないと、より今回の変更

に対する、御本人たちの更新する、しないというところの区別ができないじゃないかと。

制度上、更新できないのと、実際に更新しなかった場合と違いを見ていきたいというこ

とになるかなと思います。 
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  それでよろしいでしょうか。 

○大谷委員 よろしくお願いいたします。 

○大田会長 じゃあ、どうぞよろしくお願いいたします。その点に関しましても。また教

えてください。 

  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（質疑等なし） 

○大田会長 それでは、この資料４に関する質疑は以上とさせていただきます。 

  次に、２番目の議事に移らせていただきます。議事の（２）患者データ解析について

ということで、資料５－１から５－５、大気汚染医療費助成制度の患者データ解析結果

について、事務局から説明、お願いいたします。 

○事務局 では、資料５－１から５－３までを御説明させていただきます。 

  まず、資料５－１をお開きください。こちらは、患者データ解析結果でございます。

こちらは、申請書類の記載内容につきまして、集計を行いまして、保健対策を行うため

の資料とさせていただいております。 

  今回の集計対象となりました主治医診療報告書は、2 万 9,819 枚、健康・生活環境に

関する質問票は 2 万 6,625 枚で、回収率は 89.3％となってございます。 

  それでは、解析項目に沿いまして説明をさせていただきます。 

  ４ページをお開きください。こちらはぜん息重症度分類についてでございます。認定

患者全体では、軽症間欠型 14.2％、軽症持続型 36.3％、中等症持続型が 31.3％、重症

度持続型 17.0％、最重症持続型は 1.2％という結果でございました。 

  年齢階級別で男女とも２０歳未満では軽症型の割合が高く、２０歳以上では中等症持

続型以上の割合が高くなる傾向が見られました。 

  続いて、８ページをお開きください。医療機関の受診状況でございます。ぜん息の治

療のためには、主治医の指示に従いまして、定期的に通院することが重要とされており

ますが、全体で８６％の方が定期的に受診している結果が確認されました。 

  続いて、９ページをお開きください。救急外来の受診状況でございます。重症度が上

がるほど救急外来の受診割合が高くなりまして、こちらの下の図でございますが、救急

外来の受診がない方との関係を解析した結果、受診のある方の重症度が高いという傾向

が示唆されております。 

  続きまして、少し飛びまして、１５ページをお開きください。吸入ステロイドの使用

状況でございます。下の図になりますが、処方どおりに使っていると回答した方が７５％

に上っております。 

  続きまして、また少し飛びまして、１９ページをお開きください。こちらは、自己管

理手段の利用状況でございます。ピークフローやぜん息日記について、利用している方

は９％しかいなく、自己管理手段の知識の普及の必要性が示唆されております。 

  続いて、２２ページをお開きください。喫煙との関係でございます。喫煙経験の有無
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と重症度との関係ですが、喫煙経験がぜん息を重症化させる可能性が示唆されておりま

す。 

  次に、２６ページをお開きください。受動喫煙の状況についてです。こちらは、自宅

や職場での受動喫煙の機会についての質問で、６０％以上が何らかの機会があったとの

回答がございました。 

  続いて、２８ページをお開きください。発症年齢についてでございます。年齢階層別

で見ると、年齢が上がるにつれまして、成人発症の割合が高くなるということが分かっ

てございます。 

  資料の５－１につきましては、以上になります。 

  続きまして、資料５－２を御覧ください。こちらは、平成２７年度から令和元年度ま

で、５年間の患者データについて項目別に年度ごとの結果をまとめた資料でございます。 

  例年と大きく変わる項目はほとんどないのですが、８ページをお開きください。こち

らは、下段の図になるんですけれども、同居者の受動喫煙について、回答をまとめたも

のでございます。 

  平成３０年度までは減少傾向でございましたが、令和元年度に 12.9％ということで、

増加に転じております。 

  ９ページには、平成３０年度の方と令和元年度の方と、関係性を重症度で分析したと

ころ、有意な差は認められなかったところでございますが、来年度以降も動向に注視が

必要と考えております。 

  資料の５－２については以上でございます。 

  次に、資料５－３をお開きください。ぜん息重症度に及ぼす因子の検討でございます。

今回につきましては、こちらの因子の中に、新たに吸入ステロイド薬の処方どおりの使

用の部分を新たな因子として探索を行いました。 

  裏面、２ページをお開きください。１９歳以下では、令和元年度の認定患者に吸入ス

テロイドの因子が、２０歳以上では平成３０年度と令和元年度の認定患者に因子として

あらわれておりまして、吸入ステロイド薬の処方どおりの使用のありなしが重症度の因

子の一つとして示唆されたという結果が得られております。 

  資料５－３については、以上となります。 

○事務局 引き続きまして、資料５－４と５－５を、環境保健衛生課調査担当の牧が御説

明いたします。 

  まず、１ページ目は解析の概要が書かれておりますので、御覧いただきます。 

  ２ページ以降は結果となっておりますので、２ページ目から御説明いたします。 

  最初に（１）質問票に回答した患者の内訳でございますが、回答状況の違いを解析す

るために、データを「１５歳 以下」、「１６歳～１９歳」「２０歳～６４歳」「６５

歳以上」に分類しております。 

  次の（２）ですが、同一患者におけるＱＯＬランクの経年変化です。これは、平成２
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９年度の患者が２年後の令和元年度にＱＯＬのランクがどのように変化したかを毎年見

ているところなのですが、真ん中のグラフを見ていただくと、どの年代も改善した患者

の割合のほうが高いという結果が出ており、これは昨年同様の結果です。 

  ３ページ目（３）は、今度は同一患者における重症度の経年変化ですが、こちらも改

善した割合は、悪化した人よりも割合が高いという、これも昨年と同様の結果が出てお

ります。 

  その下の（４）医療機関での生活環境整備に係る指導状況のところですが、ア、年代

別では、高齢になるにしたがって指導を受ける割合が低下しております。これも昨年同

様の結果でした。 

  引き続きまして、４ページ目をお開きください。イ、指導状況の経年変化ですが、い

ずれの年度でも、３割以上の患者が指導を受けていないという状態が見られております。 

  その下のウ、指導内容については、このグラフの一番左にございます、部屋の掃除が

最も高い割合が出ております。図の真ん中辺りにございますが、受動喫煙を含む禁煙の

項目は年代が上がるにつれて指導の割合が高くなっていくという結果が出ております。 

  引き続きまして、５ページ目。これは、ア、としまして、生活環境整備の取組状況で

すが、ぜん息と診断される前と、ぜん息と診断された後、この取組状況を比較したもの

ですが、ぜん息と診断された後のほうが、生活環境整備の実施率が高いという結果が出

ております。 

  引き続きまして、６ページ目を御覧ください。イ、医療機関等での指導の有無と生活

環境整備の実施状況のところです。どの項目でも指導がなされているほうが、取組の実

施率が高いという結果が出ております。医療機関等の指導が患者さんの取組に影響を与

えているということが伺えます。これは、カイ二乗検定をしております。 

  引き続きまして、７ページ目ですね。環境整備の継続率ということで、こちらは同一

の患者さんが平成２９年度と令和元年度に同じ項目を実施している割合を集計しまして、

実施率という形で出しております。見ていただくと、５割から８割程度が継続している

結果が出ております。 

  ８ページ目、（６）生活環境整備の実施とその効果の感じ方ですが、まずアは単純集

計ですが、生活環境整備の項目の中でも、一つでも実施している場合は実施として集計

しております。実施している患者さんのうち、効果を感じていると回答したのが６７％

でした。このページの真ん中のグラフ、生活環境整備の実施率①、これは年代別の実施

率ですが、見ていただくと、６５歳以上の年齢層の実施率が最も低いという結果になっ

ております。 

  さらにその下のグラフ、実施率②というグラフは、６５歳以上を３群に分けまして、

検定を行った結果ですが、見ていただくと、７５歳以上の年代から大きく実施率が下が

っていることが分かります。 

  次は、９ページ目ですね。これは効果の感じ方と重症度ですが、上段を見ていただく
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と、１５歳以下の群、下は１６歳以上の群です。共にグラフの左側は効果を感じている

群です。右側が効果を感じていない群ですが、効果を感じている群では、効果を感じて

いない群と比較しますと、重症度が軽度の患者の割合が高く、さらにリジット解析をし

た結果、有意差が見られたという結果が出ております。 

  引き続きまして、１０ページ目でございます。こちらは、効果の感じ方とＱＯＬラン

クです。こちらでは、効果の感じ方、それからＱＯＬランクですが、同様に効果を感じ

ている群では、感じていない群よりもＱＯＬランクが良好である割合が高いと。しかも、

リジット解析により、有意差が認められております。 

  １１ページ目です。エの実施項目数と効果の感じ方ですが、見ていただくと、実施項

目数が多い群ほど、効果を感じている割合が高いという結果が出ております。 

  その下の（７）アレルゲン検査結果ですが、ダニのアレルゲンとハウスダストのアレ

ルゲンの両方の結果とも、３０代以上の年齢群では年齢が高くなるにしたがって、陽性

率が低くなっているという結果が出ております。 

  １２ページ目。イ、生活環境整備の効果の感じ方ですが、ダニアレルゲン検査結果で

は、１６歳以上において、陽性患者は陰性患者よりも効果を感じている割合が高くなっ

ております。 

  下のハウスダストアレルゲンの検査結果では、６５歳以上で同様の結果が出ておりま

す。 

  １３ページになりますが、これは、平成２９年度に生活環境整備を一つも実施してい

ないと回答した患者のうち、令和元年度にいずれかの取組を実施しており、その効果の

感じ方について回答している方を対象としております。 

  令和元年度に実施したものと未実施のもの、対象に実施、未実施と効果の有無につい

て、Ｆｉｓｈｅｒの正確確率検定を行いました。この大きな表のところにございますよ

うに、生活整備の判定欄のところを見ていただきたいのですが、ちょうど網かけしたと

ころですが、２０の項目があるのですが、１６項目において実施群は未実施群よりも効

果を感じている者の割合が有意に高いという結果でした。 

  昨年度の結果と比べますと、項目数は８項目も増えております。 

  最後になりますが、１４ページ。これは参考としまして、平成２７年度から令和元年

度までの５年間の患者データ解析結果を載せております。見ていただくと、表がありま

す真ん中辺り、質問２１－１０というところです。クッションやぬいぐるみは置いてい

ないという質問と、下から二つ目の質問項目、質問２１－１９、マットレスの表裏に掃

除機をかけているの２項目に関しまして、５年間、ずっと有意差が認められているとい

う結果となっております。 

  引き続きまして、資料５－５でございます。こちらは、ぜん息重症度の経年変化に及

ぼす因子の検討ということでやっております。説明変数に欠損値を一つも含まない認定

患者のデータを用いて、ぜん息患者の重症度の改善または悪化に影響を及ぼす因子を探
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索するということを目的としております。 

  平成２９年度と令和元年度を比較しまして、重症度の改善または悪化した患者の年齢

を３群に分けて、ロジスティクス回帰分析を行った結果です。 

  まず、目的変数として重症度、改善／悪化という重症度。説明変数として、質問２１

－１から質問２１－２０までの生活整備への実施／未実施という、このうち、そこにあ

ります資料に記載した因子を解析しております。 

  結果は裏面になりますが、２ページ目ですが、ロジスティクス回帰分析の結果、この

各年代層に共通する項目がないという、これも昨年度同様の結果です。 

  以上でございます。 

○大田会長 どうもありがとうございました。 

  ちょっと、あまりにも多くの資料なので、少しこれに対して全体的な質問というより

は、やっぱり一個ずつというか、個別にある程度議論があれば議論を進めていくという

形を取らざるを得ないのかなと思いますが、非常に多くの内容が資料５の中で五つに分

けて報告されたと思います。 

  それでは、質疑をお願いしたいと思いますが、５－１がまずあれですかね。患者さん

のデータ解析ということで、解析項目がここに挙げられております。そして、回収率が

89.3％というのは、こういったいわゆるアンケート調査の中では非常に高い回収率によ

って得られたデータであるということは、明らかでございます。 

  この部分について、何かございますでしょうか。ＱＯＬスコア等に関してはスキップ

されておりますから、その話として出たところが、基本的に対象になるというふうに考

えられますけれども。 

  お願いいたします、岩田先生。 

○岩田委員 あまりにも多い資料で、思いついたところだけの質問で恐縮ですけれども、

資料５－１の２６ページに、受動喫煙の状況についてで、質問１５ですね。せっかくこ

れのデータを毎回取っていらっしゃると思うんですね。そして、幸いといいますか、資

料５－２の８ページの（２）受動喫煙のところで、これに関しては、なぜか分からない

けれども、Ｒ３年度がちょっと上昇していると。これ、理由は分からないんですけれど

も、このように経年的な変化を受動喫煙のありなしでは分かっていないのでしょうか。

同居者のみではなくてね。要するに、資料５－１の２６ページの上のほうの円グラフは

自宅や職場での受動喫煙ということで、６４％が何らかの形であるわけですよね。だか

ら、そこの同居者は別にしても、あるなしで経年変化というのは御覧になっているので

したか。まず、それが一つ目です。 

  それから、すみません、忘れないうちに。ページはちょっとメモしてないんですけれ

ども、ステロイドの使用状況で、５％が、処方されているけれども全然使っていないと、

そういうふうなのがあったと思うんですが、今後の薬の動向を考えますと、吸入ステロ

イドの有無だけじゃなくて、気管支拡張薬が入った合剤とステロイド単独を分けて見る
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と、意外に合剤のほうが患者さんが効果を感じているので使うというような傾向が出な

いだろうかと、ちょっと希望的観測があるものですから、処方されても全く使わないと

いう方が５％もいるという場合、ひょっとしたら処方薬の中身を見てみる意味もあるの

かなと思いました。 

  この、２番目は、すみません、コメントです。以上です。 

○大田会長 ありがとうございます。 

  事務局のほうから、何か回答、コメントはございますでしょうか。 

○事務局 今、質問いただきました資料５－１の２６ページの質問１５の受動喫煙の状況

についてなんですけれども、こちらは資料５－２のように、こちらの８ページのほうの

受動喫煙、これは同居者のあるなしで判別させていただいているんですけれども、５－

１の２６ページのほうは、これはあるなしではないので、こちらは質問票のほうで行っ

ておりますので、岩田委員のほうからの御意見はあれですかね。 

○岩田委員 あるなしじゃなくて、経年変化で、この受動喫煙の率が減っているのか、変

わらないのかということです。 

○事務局 数の関係ですね。そこはちょっとまだ、質問１５のところは出していませんの

で、これらにつきまして、検討させていただいて、資料のほうにお見せできれば思いま

すので。 

○大田会長 だから、今のことに関連して資料５－２の８ページのところの同居者に限っ

た場合の受動喫煙の割合が増えているというところですかね。これの理由というか、解

釈に関しても、それがつながってくる部分もあるのかなというふうに感じられますけれ

ども。 

  それから、吸入ステロイドの治療のところで、１５ページですけれども、先ほども御

指摘あったように、全く使わないと。処方されているけど全く使わないとか、あるいは

アドヒアランスが悪い理由に関して、これまでも合剤が出たとき、あるいはステロイド

の吸入薬を推奨して広めようというときには、アドヒアランスの悪い理由とか、そうい

ったことも市場調査は行われているわけですけれども、もし可能であれば、特に全く使

わないということに関する理由づけですかね、それが実態としてつかめれば、この対策

ができるということで、使用すべき人にはちゃんと処方されたものを使ってほしいと。

もし、懸念されていることがあるのであれば、その懸念に対しての対応を医療機関のほ

うできちんとできる方向づけをするということにもつながるのではないかと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○事務局 質問票のほうに追加ということになるかと思うんですけれども、そこは今後検

討させていただいて、質問票のほうのプラスアルファですかね、改訂のほうは検討して

いきたいと考えております。 

○大田会長 吸入ステロイドに関する調査に関しても、５－３のところに星印がついてい

て、４番の解析の２番ですね、（２）のところの吸入ステロイド薬の処方どおりの使用
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というのが、どういうふうに解析したかということで、きちんと使っているものがゼロ

であると。そして、アドヒアランスが悪い、全く使わないまで含めてなしというふうに、

二つの分類できれいなデータが出ているので、ある程度の説得力はあるわけですけれど

も、確かにそういうふうにすることによって、クリアカットにきちんと吸いましょうと、

吸入を指示どおりにやりましょうということにつなげられるので、これとのリンクとい

うことにも、それが生きてくる可能性があるんじゃないかなとは思いました。 

  ほかの先生方、委員の方々、いかがでしょうか。あまりにも流れていったので、ちょ

っと捉えにくい面もありますが。 

  どうぞ、龍岡委員。 

○龍岡委員 大田先生がおっしゃられたとおり、ステロイドの使用に対するアドヒアラン

スの問題については、ぜひ、全く使っていない、あるいは仕様どおり使っていないとい

うときには、その理由というのを今後の調査に入れていただければ、また生かしていけ

るのではないかと思います。 

○大田会長 ありがとうございます。 

  事務局のほう、よろしくお願いします。 

○事務局 御意見、ありがとうございます。 

○大田会長 あとは、多数の因子の中で、特に生活環境に対しては、経年変化に及ぼす因

子の検討ということも含めてやっておられるのですが、これは、多変量解析による重み

づけで、やっぱりもう少し得られたデータを網羅的な形の中で捉えてというのは、なか

なか難しいのでしょうか。 

○事務局 何年か前からやっているのですが、なかなか難しくて、少なくとも年代間に引

っかかってくる共通の項目がないというところで、なかなか難しいというのは実感して

おります。 

○大田会長 ここまで細かく項目を取りながら評価しようとしているので、何かもったい

ない感じも、あるいは結論として何かいいサジェスチョン、生活の中でこうしたらいい

というのを明確に示されたらいいなという気もするんですが、難しいんですね。 

○事務局 それを目指しているのですが、それに向かって、また次度以降もそういうふう

な対策をしたいと思っているところでございます。 

○大田会長 ほかにいかがでしょうか。 

  どうぞ。 

○川上委員 資料５－２の８ページ辺り、受動喫煙との関係なんですけれども、実は大気

汚染以外の場面でも喫煙の状況はずっと、令和元年度辺りから増えている傾向が若い人

たちの間でもあるんですね。その理由の一つに、従来型のたばこじゃなくて、いわゆる

加熱式たばこというんですか、あれだったら害がないと思っている世代が結構、人々の

中にあるようですので、今後の調査の中に、受動喫煙というときに、もし可能なら、加

熱式たばこなのか、従来型のたばこなのかというのは、項目に入れてもいいんじゃない
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かなと思うんですけど、御検討いただければと思います。 

  それから、ほかの項目の中で、チームに関する指導とその効果の中で、布団の天日干

しがあるんですけど、この項目って、今どきのベッドが中心になっている生活環境にあ

る人々にとって、果たして天日干しは本当にできる状況なんだろうかという辺りも、ち

ょっと検討していかないと、今後、これはできる、できないの話が出てきて、評価しに

くくなるかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○大田会長 意見ありがとうございます。いかがでしょうか。 

○事務局 まず、たばこの種別について、受動喫煙のほうでというお話なんですけれども、

まさに今、川上副会長がおっしゃっていたとおり、そういった御意見を受けておりまし

て、今、ちょうど質問票のほうにその項目をこれから追加していこうかという検討を始

めたいと考えているところでございます。 

○大田会長 これは、特に呼吸器の分野のいろんな問診あるいは評価をするときの重要な

事項でもありますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  それから、今の布団の天日干しに関しては、ベッドが普及はしていても、まだ天日干

しも確かに、干してあるのを見ることは見るので、その辺りの区別ですかね、生活の中

でベッド生活なのか、そういったお布団をひいて天日干しを必要とするような生活の内

容なのかというのは、どこかで識別できればいいなと思いました。 

  蓮沼先生、どうぞ。 

○蓮沼委員 ちょっと関連でよろしいですか。 

  ベッドの生活になると、私は個人的には、患者さんには、布団乾燥機を使って、その

後にＨＥＰＡフィルターつきの掃除機で吸って、あとはダニ対策布団カバー、枕カバー、

シーツを毎週洗えと指導しているんですが、そこら辺、結構厳しい指導なんですけど、

布団乾燥機の項目もぜひ含めていただきたいと思います。 

  以上、追加でした。 

○大田会長 ありがとうございます。 

  では、その辺りの項目についても、少し検討して、よりよい状態で指導が得られるよ

うにということは、今後も進めていくべきではないかということで、ぜひ、御検討をお

願いしたいと思います。 

  ほかによろしいでしょうか。 

  またあれですね、少し資料全体を落ち着いて見ていただくということをやっていただ

ければ、新たな疑問等も、あるいは意見が出るんじゃないかというふうにも思いますの

で、追加でまた意見をそちらにフィードバックするということを許していただければい

いかなというふうにも思います。 

  よろしいでしょうか。 

（質疑等なし） 

○大田会長 では、質疑は以上とさせていただきます。 
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  では、そのほか、何かありましたら、事務局からお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 それでは、来年度のこの協議会の開催でございますけれども、本検

討委員会を１回、来年の２月頃に開催させていただきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○大田会長 ありがとうございました。 

  以上で、議事は全て終了しましたが、本日の委員会を通して、御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。 

（質疑等なし） 

○大田会長 では、特にないようでしたら、これで議事は終了といたしますので、進行を

事務局にお返しいたします。よろしくお願いいたします。 

○環境保健衛生課長 大田会長、委員の皆様、本日は長時間にわたりまして、誠にありが

とうございました。また、貴重な御意見、御提案をいただきまして、誠にありがとうご

ざいました。 

  本日の議事録につきましては、後日、皆様方に御確認いただきますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  それでは、これをもちまして、第２３回東京都大気汚染医療費助成検討委員会を終了

させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

（午後 ７時４５分 閉会） 


