東京医科歯科大学 抗原問診票：ILD初回スクリーニング用 2021.11
以下は肺疾患の原因になりうる環境の問診票です。記述または〇をつけてください。
・住まいについてお聞きします。
①現住所 （
②築（

都/道/府/県の

市/区/町/村 ）

）年の（ 鉄筋，木造 ）（ 戸建て，集合住宅，その他 ）（

）階建ての（

）階に(

)年間居住

③日当たりの悪い部屋： （ ない， ある ；具体的にどの部屋ですか
④湿気の多い部屋： （ ない， ある ；具体的にどの部屋ですか
⑤カビの臭い： （ する， しない ）
⑥カビがみられますか：（ 目立たない， ある ）

）
）

カビている所（ 風呂場，洗濯機，洗面所，キッチン，窓際，壁，木製家具，畳，布団，カーペット，他：

）

⑦（循環式の浴槽，ジャグジー，風呂の水をためる習慣，ミストサウナ）はありますか： （ ある， ない ）
⑧雨漏りや浸水をしたことはありますか： （ ある， ない ）
⑨自宅近くに( 畑，川，湿地 )はありますか： （ ある， ない ）
・生活環境についてお聞きします。
①加湿器は使いますか： （ 使う ：季節はいつですか？
②エアコンは使いますか、また一番古いものは購入して何年経ちますか：

， 使わない ）

（ 使う： 購入してから約
年， まったく使わない ）
③羽毛布団は使いますか： （ 使う， 以前使っていた， 昔から使わない ）

使っていた期間は、（
年前から
まで ）
同居のご家族も使いますか： （ 使う， 以前使っていた， 昔から使わない ）
④ご自宅に他の鳥関連製品は現在ありますか：
（ ない， ダウンコート， 羽毛枕， 羽毛のハタキ， 鳥の剝製， その他：
⑤鶏糞肥料を使う園芸を，ご自宅または近隣で行っていますか：

）

（ 行っていない， 自宅で使用する， 近隣が使用する， わからない ）
⑥鳥の飼育を，幼少期も含めて，していましたか： （ 飼育していた， していない ）
いつ頃に、何種類を、何羽ほど飼育していましたか（いますか）？
（

）

⑦近隣に鳥を飼育している家や，鳥小屋，鳥の巣，はありますか： （ ある， ない， わからない ）
⑧自宅の庭やベランダに，鳥の飛来・羽毛・鳥糞，をみかけますか： （ ある， ない ）
⑨庭や公園の鳥に餌付けをしますか： （ する， しない ）
⑩現在，鳥以外のペットを飼育していますか： （ 飼育する：
， 飼育しない ）
・職業歴についてご記載をお願いします。
歳から

歳まで (職名)

（具体的に 例:事務

）

歳から

歳まで (職名)

（具体的に

）

歳から

歳まで (職名)

（具体的に

）

・カビや粉塵を吸い込む業務・趣味についてお聞きします。以下を日常的に扱う場合にチェックをしてください。
□農作業，野菜・果物・花・きのこ栽培

□干し草，家畜の飼料，堆肥

□庭木の剪定・植木

□野菜の仕分け

□パン・菓子・製麺などの穀粉

□茶やコーヒー豆の粉末

□食品加工(ソーセージ・チーズ製造等)

□落ち葉やゴミなどの清掃

□動物の毛や排泄物

□木屑，木材の粉塵，DIY

□かびたコルク・材木・樹皮

□管楽器（サックスなど）

□機械加工で冷却水・潤滑油

□金属の粉塵（熔接，研磨）

□イソシアネートを含む塗装・吹き付け
（ポリウレタンフォーム，ラッカーなど）

□水タンク付き冷風機・冷風扇
・除湿器

その他に，カビや粉塵を吸い込むおそれのある業務や趣味があれば，ご記載ください。
（

）

以上の中で，何が症状（咳，息苦しさ，微熱）の誘因になっていると思いますか。
（

）

参考：過敏性肺炎の発生源に基づく分類
発生源
水の汚染
- 換気装置
- 居住環境

- 職業性
植物関連
- 農作業・食品加工

具体的な環境

疾患名

：microbial bioaerosolの発生源となる
加湿器や空調機内の汚染水，水タンク付き humidifier lung （加湿器肺），空調病，換気装置肺
のエアコン（冷風機・冷風扇），除湿器
炎
家屋の浸水・風呂場と台所などの水回りの
汚れ腐食・木造家具・畳・カーペット・ソ
ファーなどの布張りの家具の汚染，管楽器

summer-type HP（夏型過敏性肺炎）, home-related
HP（住居関連過敏性肺炎），wind-instrument
alveolitis，bagpipe lung

温水浴槽（循環式，ジェットバス）の天井や
周辺の湿気とカビ，サウナの汚染

hot tub lung（温水浴槽肺），sauna taker’s lung（サウ
ナ入浴者肺）

自動車工場などでの金属加工液（冷却水
や潤滑液）の汚染，下水処理，配管作業

machine operator’s lung（機械工肺），sewer
worker’s lung（下水作業者肺）

かびた干し草・穀類・貯蔵牧草，サトウキ
ビ・製糖工場・菓子製造，煙草，きのこの胞
子・きのこ栽培用の堆肥，ラン・バラ・キュウ
リなど温室栽培，堆肥，じゃがいも・パプリ
カ・ブドウなど野菜果物のかび，醸造所，
コーヒー豆の塵埃，茶の栽培・緑茶粉末

farmer’s lung（農夫肺），bagassosis（サトウキビ肺），
tobacco grower’s lung，mushroom grower’s lung（き
のこ栽培肺），温室栽培者肺，compost lung，potato
riddler‘s lung（ジャガイモ仕分け人肺），paprika
slicer’s lung，wine grower’s lung，coffee worker’s
lung（コーヒー作業者肺），tea grower’s lung

- 穀類

穀粉（小麦，麦芽，豆など），小麦粉・鰹節・ flour-dust alveolitis, miller’s lung（製粉工肺），
チーズなどのコナダニ（flour mite）による汚 Wheat-weevil lung, malt worker’s lung（麦芽労働者
染，ゾウムシの寄生した小麦粉，かびの生 肺），baker’s lung
えた大麦，パン工場・製パンの酵母・菓子
製造

- 木材

材木伐採，カエデの樹皮はぎ，趣味（DIY）
を含む木材加工の木屑・粉塵，木工職人，
木屑，セコイアのおが屑，木材のパルプ，
木材の乾燥腐敗，落ち葉・枯葉・茅葺屋根，
コルクのかび

wood trimmer’s disease（製材工場労働者病），
maple bark disease，woodworker’s lung（木工作業
者肺），wood fiber alveolitis（木屑病），sequoiosis
（セコイア症），wood pulp worker’s disease，dry rot
lung，thatched-roof lung，cork worker’s lung

- その他

漆喰の塗装外壁の汚れ，化粧品の粉末
（argan cake），生ごみ

stucco worker’s lung，argan cake HP，waste sorter’s
lung

鳥飼育，羽毛製品の使用（羽毛布団，枕，
ダウンコート），鳥排泄物や羽毛との接触，
鶏糞肥料の使用

bird fancier’s lung（鳥飼病）, feather-duvet lung（羽
毛布団肺），bird-related HP（鳥関連過敏性肺炎）,

- 鳥類以外の動物

動物の毛皮，実験動物（ラットなどの齧歯
類）の毛や排泄物，コウモリの排泄物，養
蚕での繭かき・ケバ取り，フットケア

furrier’s lung（毛皮職人肺），laboratory worker’s
HP，sausage worker’s lung，bat lung，silkworm
rearer’s lung（養蚕者肺症），footcare alveolitis

- 食品加工

チーズのかび，ソーセージ製造，魚肉・魚
粉の塵埃，牡蠣殻の粉末，牛乳（乳児）

cheese washer’s lung（チーズ洗い人肺），salami
producer’s lung，fish food lung（魚肉肺），fish meal
worker’s lung（魚粉生産者肺），oyster-shell HP，
Heiner syndrome

イソシアネート（ポリウレタンフォーム，ラ
バーなどのスプレー塗装，ラッカー塗料，
自動車整備，鋳物），プラスチック加工での
エポキシ樹脂などの酸無水物系硬化剤，
歯科材料のアクリル樹脂，ボルドー液（ブド
ウに用いる硫酸銅等を含む農薬），レー
ザー脱毛の冷却剤，ポリエステル粉（塗料）

塗装工肺，isocyanate alveolitis，acid anhydride
alveolitis，methacrylate alveolitis，
vineyard sprayer’s lung（ブドウ園噴霧者肺），hairremover lung，painter’s lung

動物関連
- 鳥類

工業（無機物）
- 化学物質

- 金属

亜鉛ヒューム，コバルト，ジルコニウム，トリメ giant cell pneumonitis，zinc-fumes alveolitis，
beryllium HP
チルインジウム，ベリリウム

- 薬物

ペニシリン系，セフェム系，メトトレキサート， drug-induced HP
インターフェロンα，プラバスタチン，など
HP: hypersensitivity pneumonitis (過敏性肺炎）

