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おおたわ史絵先生に聞く
マスクでかぜ・インフルエンザの季節に
「信頼できる女性コメンテーター」
としてテレビや雑誌で
もおなじみのおおたわ史絵先生。内科の臨床医として発
せられる的確な言葉と、優しさを感じさせる人柄で多くの
人々の支持を集めています。
そんなおおたわ先生に、
かぜ
やインフルエンザの流行する季節に向けて、予防を中心
としたアドバイスを伺いました。
みなさんの健やかな生活にぜひお役立てください。

おおたわ 史絵
内科医・作家

東京下町出身。東京女子医科大学
卒業後、大学病院、総合病院を経
て下町の医師の道を選ぶ。1996
年、週刊朝日
「デキゴトロジー」に
て執筆活動を開始。2005年には、
医学生時代からの半生を綴った自
叙伝的エッセイ
『女医の花道！』を
出版してベストセラーになる。
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おおたわ先生に聞く、かぜとインフルエンザの季節に

かぜもインフルエンザもウイルスが原因です
■ かぜとはこんな病気

■ インフルエンザとはこんな病気

一般的には
「かぜ症候群」
と呼ばれ、鼻腔、咽頭、喉

「インフルエンザ感染症」
というのが正式な病名。
こ

頭という上気道の感染を主とするもので、
ウイルス感

ちらも上気道の感染ですが、
かぜとの違いは、
インフル

染が主といわれています。
そのウイルスは1種類ではな

エンザウイルスのみが原因で起こるということです。

く、
色々なものが原因になっていることがあります。

症状としては、
劇的な高熱が出ること。
冬季にいきな

症状としては、のどの痛みやせき、鼻づまり、微熱が

り熱が出たらインフルエンザの疑いが濃厚です。

出るなどが特徴ですね。
鼻水

高熱

微熱 咳

免疫力を上げる生活。楽しく続けることが最大のコツです。
好きなことをしていると自然と笑顔になりますよね。
笑うことで免疫力が上がることも分かっているんです。
体へのアプローチでいうと、食事なら3大栄養素や5

運動は有酸素でも筋肉トレーニングどちらでもいい
ですよ。特に筋トレは代謝がよくなり、体温も上昇する。
強い体を作るのに向いています。

大栄養素を意識して、
まんべんなく栄養を摂ることが
大切です。

でも無理はしないで。私はダンス(バレエ)が大好きで
時間があればレッスンに行っていますが、
みなさんも好

かぜ予防にいいよ、
と流行るものだけに捉われず、

きで続けられることを見つけて、
楽しんでくださいね。

バランスのよい食事を心がけましょう。

食事

うがい

マスク

体では作れないビタミンも積極
的に。発酵食品で腸内細菌の善
玉菌を増やすことも効果的。

ウイルスが口に入っても体の中
まで侵入してくるには時間がか
かります。
うがいで洗い流すのは
重要です。

口に飛沫を入れないことも予防
の重要事項。マスクで感染の可
能性を下げましょう。
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おおたわ先生に聞く、かぜとインフルエンザの季節に

うつらない、
うつさない。マスクマナーでみんな安心。
かぜやインフルエンザはほとんどが飛沫感染。
せきや
くしゃみと一緒にウイルスが飛んでいくわけです。
マスク
はそういった唾液などを他の人に飛ばさないこと、
さらに
かぜやインフルエンザにかかっていない人も飛沫が口
などに入らないようにすることに有効だと思います。
満員電車の中や職場などでゴホゴホしている人も周
りの人も困るでしょう。
だから、
マスクをしてかぜやインフ
ルエンザを人に移さない配慮をしていることで、周りの
人も安心できるというメリットもありますよね。
マナーとし
てもマスクは活躍してくれます。

■ すき間のないマスクがベスト

■ マスクは清潔なものを使用しましょう

マスクを選ぶポイントはサイズが合っていること。
そし

マスクは毎日変えましょう。
次の日も同じものを使うな

て鼻からあごまでしっかりと覆うことができるものを選び

んて言語道断です
（笑）
。
一日を過ごしたマスクの表面

ましょう。
感染を防ぐために付けるのだから、
隙間が空い

には人のツバやほこりなど汚いものがいっぱいついて

ていたりしてはダメですよね。

いるわけです。
外からよくないものをブロックするために

ワイヤーがついているマスクだったら、
きちんと鼻に沿わ

使うのだから、
毎日清潔な物にかえましょう。

せるなど正しいつけ方、
選び方が本当に大事なんです。

最後に一言
マスクは自分だけでなく、
周囲の人々への思いやり。
上手に活用して、
かぜやインフルエンザの季節に役立ててくださいね！
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マスクの効果を上げる正しい選び方と付け方を再確認
■ 自分に合うマスクとは
店頭にずらりと並ぶマスク。選ぶ時に迷ってしまう人
も多いのではないでしょうか。
全国マスク工業会では、
20歳以上の男性585人の顔の

マスクのサイズの測り方
1.

2.

サイズ
（耳から鼻までの間隔長）
を測定し、
正規分布曲線
により、
下記の4つのグループに顔サイズを分類しました。
実際のマスクサイズの表記を統一することは、
フィル
タ部分の形状・大きさ・耳部の素材・長さ・形状などによ
り異なり、
かえって誤解を招くことも考えられることから、
参考データとし、各社の責任において寸法表示をする
ことにしています。
工業会ではマスクを選ぶ場合の参考データとしてホ

親指と人差し指でL字形を

L字形にした状態で、
耳の付

作ります。

け根の一番高いところに親
指の先端を当て、鼻の付け
根から1cm下のところに人

3.

差し指の先端を当てます。

ームページでも
「マスクのサイズの測り方」
とともにご案

▼ 測った長さが…

内しています。

9〜11cm

子供用サイズがおすすめ

■ 密着性とつけ心地がマスクの効果を高める
マスクを選ぶ時に気を付けたいのが密着性です。
い
くらフィルターの性能が優れていても顔とマスクの間に

10.5〜12.5cm

親指から人差し指までの長
さを測れば、それがサイズ
の目安になります。

大きな隙間ができてしまっては効果が期待できません。
またかぜや花粉のシーズンでは長時間着用することが

小さめサイズがおすすめ
12〜14.5cm

ふつうサイズがおすすめ
14cm以上

大きめサイズがおすすめ

多くなるので、装着感が悪いものは避けた方が無難で
す。
フィット感と無理のない着け心地に注意して使いな
がら自分に合うものを見つけてください。

家庭用マスクの主な種類

平型マスク

プリーツ型マスク

立体型マスク

一般的なガーゼマスクで保湿性と保温

前面がプリーツ状になっているため、口

顔の形に合わせてデザインされている

性に優れていることから、飛沫防止や捕

の動きに柔軟に対応します。またマスク

ため、隙間が少なくぴったりとフィットし

集の機能に加え、
乾燥から喉を守るのに

と口の間に空間があるので呼吸がラク

ます。装着時の息苦しさや喋りにくさも

も役立ちます。

に行えます。

大幅に緩和されます。
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かぜ・インフルエンザに
■ マスクでインフルエンザ発症率が5分の1に
マスクの着用で、
子供のインフルエンザ発症率が5

まざまな予防法が推奨されてきましたが、
マスクの効果

分の1にまで下がるという研究データがあります。

はこれまで検証されたことがありませんでした。

子供は学校での集団生活に加えて免疫力が低いた

この研究データにより、
マスクの有効性が実証されま

め、
インフルエンザに感染しやすいといわれています。
そ

した。
インフルエンザ流行の兆しが見えたら即マスク！を

のため予防接種やうがい、
手洗い、
マスクの着用などさ

おすすめします。

1
2
3
4
5

予防接種

うがい

手洗い

マスク

■ 研究データのご紹介
全国マスク工業会の某会員企業では、小学生の協
力のもと産学共同で、
次のような研究を行いました。

その結果、
マスクを着用しなかった児童は103人で、
うちインフルエンザにかかった児童は10人おり、
発症率

2009年2月5日〜3月2日までの約1ヵ月間、東京都荒

は9.7％でした。
それに対して、
マスクを着用した児童は

川区立久宮前の小学生1〜6年生のうち、保護者の同

151人で、
うちインフルエンザにかかった児童は3人、発

意を得た児童に対して調査を行いました。登下校と清

症率は2.0％でした
（有効回答254人）
。

掃の時間にマスクを着用した児童と着用していない児

同年2月、同区内の児童のインフルエンザ発症率は

童とで、
インフルエンザの発症率に差があるかを調べた

8.2％でした。尾久宮前小のマスク着用児童の発症率

ものです。

と比較しても非常に低くなっています。
この事実からも、
マスクの着用効果が確かめられました。
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花粉対策に
■ 花粉症の発症メカニズム
花粉症は、
スギやヒノキなどの花粉
（アレルゲン）
に、
アレルギー反応を起こすことで発症します。

こうして何度も繰り返すうちに、害のないはずの花粉を
異物ととらえ、免疫機能を過剰に働かせるようになりま

外部から体内に異物
（抗原）
が侵入すると、
体は免疫

す。
これがアレルギー反応です。

物質（抗体）
を作ります。次に同じ異物が侵入した時、
体は免疫機能を働かせて異物を退治しようとします。

花粉は目や鼻から入りやすいので、洗い流そうとして
涙や鼻水をだし、鼻づまり、
くしゃみ、
目のかゆみなどが
起こってしまうのです。

■ ある日、突然花粉症になる訳

〈水〉

花粉症にかかるのは、花粉を吸いこむ時と体内に
「免疫グロブリンE」
という抗体
（IgE抗体）
を作る人だけ
です。
この抗体を持つ人が、子供のころから花粉を吸
い続けることで、体内に少しずつ抗体が蓄積され、
ある
水準を超えると突然花粉症になります。
たとえると、蛇口からコップにぽたぽたと落ちていた

コップにたまって

あふれる

水が、
あふれだすのと同じです。

〈花粉〉
■ マスクで花粉対策を
花粉は粒が大きいため、
マスクで体に侵入してくるの
を防ぐのに効果的です。
また、
花粉症にかかっていない
人でも、
マスクで日常的に花粉をブロックしていれば、
発症を遅らせることも可能になります。

体にたまって

発症

「花粉症ではないからマスクは不要」
ではなく、
「花粉
対策としてマスクをする」
と考えて、花粉の時期はマス
クを着用するほうがよいでしょう。

CPI指標にマスクが採用されます
商品やサービスの価格の平均的な

ことも読み取ることができます。

ンフルエンザ、感染や衛生に対して意

変 動を測 定して時 系 列 化するのが

今までも紙おむつや生理用ナプキ

識が高くなり、
日常的な予防策としてマ

CPI（消費者物価指数）
です。経済で

ンなどが採用されていましたが、総務

スクが生活に欠かせない商品だと感じ

も重要視されているこの指標ですが、

省が5年に1度の改定を行った結果、

ていることにほかなりません。

全国の世帯が今どれだけその商品や

平成28年度からマスクも採用されるこ

サービスの価値を認めているかという

とになりました。
これは、人々がカゼやイ
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全国マスク工業会とは
2005年3月、家庭用マスク製造・販売業者が加入する工業会として発足しました。現在90社が加盟
し、マスクの表示・広告や正しい使用法の啓発活動を行っています。
「衛生マスクの安全・衛生自主基
準」
「マスクの表示・広告自主基準」
などを定め、
これらを守る会員企業は
「会員マーク」
を商品パッケー
ジに表示できます。

マスクについての各社相談窓口＆ホームページ

日衛連ホームページより、衛生関連製品→マスク→会員各社をご参照ください。

http://www.jhpia.or.jp/product/mask/mask5.html
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