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自由に呼吸したいと切望している、疲れた貧しい身を寄

せ合っている民衆 

を私の所へ連れてきなさい 

Give me your tired, your poor, your 

huddled masses yearning to breathe 

free. 

エマ・ラザラス（Emma Lazarus） 1849－1887 

自由の女神の台座に刻まれている女性の詩人の言葉 
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序文：喘息 － 選択 

本書で詳しく研究されているのは: 

• なぜ喘息が起こるのか、さらに重要なことは、どのように喘息から回

復に向かわせるか？ 

• いびきと不眠症を治す方法 

• 鼻詰まりを解消する方法 

• 喘鳴と咳を永遠に止める方法 

• 発作治療薬と予防薬を減らし、薬への依存を失くす方法 

• 正しく運動する方法と運動によって起こる喘息を止める方法 

• どれだけ症状が向上しているかを知る方法 

 

食生活を変え、喘息の誘因を取り除き、運動することで喘息を約 15%

減らすことができます。この本では、このような喘息を減らす方法と、

さらに残り 85%の方法の喘息を減らす方法について説明します。 

この本を書いた背景には、20 年以上も喘息を抱えてきた私個人の

経験があります。私にも、読者のみなさんのように、常に胸の苦しさを

感じ、夜は呼吸との闘いでほとんど眠れない、ということがどんな思

いであるか分かります。体にもっと空気を体内に吸い込みたい息苦

しさ、しかしどれだけ息を吸っても窒息のような息苦しさはなくならな

いという思いもよくわかります。これまで長い間、肺が持ちこたえられ

るかどうかわからなかったので運動を制限しなければなりませんでし

た。これが私の人生でしたが、おそらくあなたの人生でもあるのでは

ないでしょうか。 

でも、喘息の薬を必要とせずに完全に自由に呼吸できることがどん

なに素晴らしいことかということも知っています。私は今、気道が狭く

なることを恐れることなく毎週走ることができるという高揚感を経験で

きます。息を吸いたいと、もがいて目が覚めるということもなく毎晩眠

れます。もう私の呼吸は、もう葛藤や無理なものではないのです——
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楽で穏やかな呼吸が出来るのです。この本と DVD 出の私の一番の

目的は、こうした呼吸ができるようになる方法を伝えることにあります。 

呼吸量と喘息を含む数々の病気のつながりを発見したロシアの故コ

ンスタンティン・ビュテイコに医師の研究を発見した１９９７年、私の人

生は永遠に変わりました。読者の中には、以前に他の呼吸法を試し

たが何も役に立たなかったと言う人もいるかもしれません。私もその

一人でした。でもこの方法は全く違います。この呼吸法は、呼吸の仕

方を変えるのではなく、呼吸量を正すという事を学ぶためのものだか

らです。 

本書は、５０年に及ぶ研究と、私がビュテイコ・クリニックにおいて多

数の喘息患者に、自然に呼吸をコントロールする方法を教えてきた

経験に基づいて書かれています。この呼吸法のアプローチは、理解

するのも生活に取り入れるのも簡単です。常に呼吸を意識し続けな

ければなりませんが、実践する価値は十分にあります。4 歳以上の

子供から全ての大人で異なる重症度の喘息患者や COPD(慢性閉

塞性肺疾患)患者に適応しています。 

この呼吸法を始めれば、2 週間以内に咳、喘鳴、息切れが 50%減少

するという改善を期待できます。しかしこれは魔法でも薬でもありませ

ん。正常な生理機能に基づいた、呼吸と喘息のつながりを明らかに

する理論的な方法なのです。さらにビュテイコ呼吸法は、欧米にお

いて実施された 6 つの個別の臨床試験で世界中の数十万人の喘

息患者の結果からも立証されています。 
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コンスタンティン・ビュテイコ医師（1923－2003） 

 

この時点で今までどうしてそんなに良い方法が知られていなかったのかと

疑問に思うかもしれません。これに対する率直な回答はありません。あえて

言うなら、欧米における喘息の研究のほとんどは、製薬会社によって行わ

れているということです。ビュテイコ呼吸法のような、効果の高い非薬物療

法を研究することは、製薬会社のためにはならないのです。 
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第一章 

喘息の原因は何か？ 

www.ButeykoDVD.com で 

この章のビデオを無料で見ることができます。 

 

 

喘息患者のゼーゼーいう呼吸は、常に喘息の疾患の転帰(病気が進行して

行き着い結果)で起こるものだと考えられてきました。“深く呼吸すること”自

体が気管支喘息の原因であり、深く呼吸すると喘息の症状を引き起こす可

能性があるということを、かつては誰も考えもしなかった。 

K P ビュテイコ医師 
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医師に喘息の原因は何であるかと聞けば、「わからない」と答えるでしょう。

喘息について知られていることは、先進国の方が喘息の有病率が高いとい

うことです。(1－4)    

これは一般的に、生活水準の向上によって幼少時の感染が減少したため

だというものと考えられています。しかし「この仮説に対して、多くの先進国

では、社会経済的地位の低い人々における有病率が高いという証拠が多

く見られます。(5-14)この社会の経済格差に見られる喘息患者の数値の違い

が、環境要因が喘息を引き起こすということを立証しています。」15 

 

それでは、環境要因は何なのか、そしてそれがどのように喘息の原因とな

るのか？ 

私たち人間は暮らしが豊かになるにつれて生活様式は変わり、呼吸の仕

方にまで大きく影響するようになりました。現代の生活では、加工食品を食

べ、過食で、運動不足、ストレスも多く、家の室内温度も以前より高い中で

暮らしています。現代の経済社会における仕事は、サービス業が基本とな

る傾向があります。その結果、体を動かす機会はほとんどなくなり、その代

わりに話すことに何時間も費やすようになってきています。加えて、多くの

人がジム、スポーツのクラス、ストレスカウンセリングや西洋のヨガで普及し

ている”深呼吸”の効果についての間違った不健康な信念に支配されてい

るのです。 

 

現代の西洋社会の生活様式は、呼吸に非常に深刻な影響を及ぼし、呼吸

を増やす原因となっている。 

この本のなかで、荒い息遣い、過呼吸、慢性的な過換気、大きな呼吸など

の様々な言葉を使いますが、これらはすべて同じものであり、これが喘息

や鼻炎の原因を説明する上で最も重要なポイントとなります。 
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それでは、過呼吸または慢性的な過換気とは何でしょうか？ 
もしあなたが「食べ過ぎだ」と言われたら、どういった意味かを理解できるで

しょう。「食べ過ぎ」とは体が必要とする以上に多く食べているという意味で

す。 

同じように、過呼吸とは体の必要以上にたくさんの呼吸をしているということ

である。あなたは自分はそんなことはないと言うかもしれません—しかし、ほ

とんどの人は、このことに自覚がありません。下記は私のクリニックを訪れる

患者さん達の典型的な特徴です。あなたにいくつ当てはまるでしょうか？ 

 口呼吸をしている 

 安静時にも呼吸の音が聞こえる 

 よくため息をつく 

 よく鼻をすする 

 呼吸が不規則 

 呼吸が止まる （無呼吸） 

 話す前に大きく息を吸う 

 あくびと同時に大きく呼吸する 

 上胸部呼吸(呼吸の時に上胸が動く) 

 呼吸の動きが見える 

 無理をした呼吸／努力を要する呼吸 

 夜間の大きい呼吸 
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正常な呼吸量： 

通常、1 分間当たりの呼吸回数は約 10〜12 回、そして 1 回の換気量は約

500 ml です。どの医学大学の教科書にも、健康な呼吸での換気量は 1 分

間 5〜6 L と書かれています。 

 

典型的な喘息患者の呼吸量： 

典型的な喘息患者の 1 分当たりの呼吸回数は約 15～20 回です。1 回の

換気量は正常人より多い傾向にあり約 700 ml～1 L です。これは、1 分当

たり 10 ～15 L の換気量になります。多くの臨床試験で、喘息患者の平均

的な 1 分間の換気量は 14.1 L（ボウラー医師、 1998 年）、他の研究者によ

ると 15 L（ジョンソン等、1995 年）、12 L（マクファーデンとリオン、1968 年）

と言われています。(16－18)    

喘息患者の過呼吸は症状の出ている間のみではなく、過呼吸が慢性化し

ているため、毎 

 

分、毎時間、毎日続いているのです。 

 

喘息や、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の患者や他の呼吸器の問題を抱える

人は、体の要求するよりも 2〜3 倍以上の呼吸をしているのです。食事でい

えば、これは１日に 10 食を食べていることと同じになります。 

我々人間は、食べ物なしでも数週間、水なしでも数日間生きることができま

す。しかし、空気がなければ数分間しか生きることができません。確かに、

空気は生命維持に不可欠ですが、決まったパラメーターでなければいけな

いのでしょうか？ 

 

なぜ過呼吸をするのでしょう？ 

なぜ過呼吸をするのか、それには多くの理由があり、それらがひとりに全て

当てはまるわけではありません。次に上げた 7 つの要因は、近代化が進ん

だ裕福な国ではごく当たり前のことですが、こうした国で喘息や鼻炎の有病
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率が高い理由を説明するのに役に立ちます。 

 

1. 食生活－まず、過食による余分な食べ物の処理・消化という労力のた

めに呼吸量が増加します。第二に、加工食品は通常、酸性です。体

は、血液の pH を正常に維持しようと呼吸を増やして酸である二酸化

炭素を取り除こうとします。 

2. 声を出して話すとき、文と文の間で大きく息を吸って話します。営業、

電話の応対、教師などの職業に就く人は、話してばかりの日が何日も

続くと、非常に疲れ、胸部疾患になったような感じになるでしょう。 

3. ストレス は、闘争・逃走反応(ストレスのかかる事態に対処するための

自律神経の働き)を引き起こします。私たちは、現代社会のストレスに

対し、人間が何千年も前に肉食動物に出くわしたときと同じような反応

をします。野生動物に直面したときは、戦うか、できるだけ速く逃げる

か、という選択がありました。こうした局面に対して、体は闘争・逃走に

備えるために呼吸量を増やすのです。 

4. 筋肉を動かすと大量の二酸化炭素が生成されます。現代人は運動不

足のため、二酸化炭素の生成が減る事になるので体は呼吸量を増や

します。 50 年前、人は 1 日 4 時間肉体を動かしていたと推定されま

す。今日、多くの人にとって毎日 30 分も運動する時間があればラッキ

ーなくらいです。 

5. 「深呼吸は良い」という信念。ストレスケア・カウンセラー、ジムのインス

トラクター、コーチ、メディアは、正しい呼吸量というものを誤解してい

て、胸いっぱいに空気を取り入れる事で酸素を体内に取り入れる事を

勧めます。体内により多くの酸素を取り入れる方法は大きく呼吸する

事、深呼吸とはたくさんの空気を呼吸することだと間違って考えていま

す。深呼吸とは、赤ちゃんがする呼吸であり、赤ちゃんの腹部の動き

を観察すると本当の深呼吸というものを知ることができます。大きな呼

吸とは大抵、口呼吸であり、胸の上部が動きます。二つの呼吸は全く

異なるものなのです。 

6. 喘息の症状。気道が狭くなると息苦しさを感じます。この息苦しさから

逃れるために呼吸は増加します。ところが呼吸量が増加すると症状は
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さらに悪化し、より気道の収縮が起こる、というように悪循環が続きます。

後ほどこの悪循環を止めるための穏やかな呼吸法を紹介します。 

7. 高い室内温度は呼吸を増加させます。また、厚着をすると皮膚を通し

ての体温調節がしにくくなります。これは、体温調節のために大きく呼

吸をするという原始的な方法に戻るように促しているようなものなので

す。 

 

過呼吸と遺伝性素因 

現代における喘息の遺伝子を持つ人口の割合は、何年も前と同じであると

言えるでしょう。結局のところ、人類は何千年もかけて進化します。喘息は、

古代エジプト時代に初めて発見されてから長い間存在はしていましたが、

20 世紀後半までは少数の人々にのみ影響のあるものでした。その例として、

米国では、1980 年から 1996 年までで、自己報告による喘息の発生率が

74%も増加しています。19 

現代の生活は、我々の呼吸に大きな変化をもたらしました。そして、過呼吸

が与える影響は遺伝的要因の個人差によるのです。 

もし、“喘息の遺伝子”を持ち、その上、過呼吸であれば喘息を発症します。

一方で“喘息の遺伝子”を持っていても、過呼吸の習慣がない場合は喘息

を発症することはありません。 

 

要するに、過呼吸を直せば、喘息はなくなるのです。 
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まず私たちが習慣を形作る。すると習

慣が私たちを形作る。君が悪い習慣

を克服しない限り、その習慣に制圧さ

れてしまう。 

First we form habits, then they form 

us. Conquer your bad habits, or 

they'll eventually conquer you. 

ロブ・ギルバート医師（Dr. Rob Gilbert） 
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単なる習慣 

幸いなことに、呼吸のしすぎは単なる習慣でしかありません。呼吸を

調整する脳の一部（中枢化学受容器）が呼吸をしすぎることに慣れ

てしまっているだけなのです。 

「過換気症候群(HVS)と喘息」という論文で、スティーブン・デミター

医師は、「長時間の過換気（24 時間以上）は、脳を敏感にし、さらに

過換気を長引かせる」 と述べています。20 過呼吸が、習慣的で、長

期的にわたると、主要原因が取り除かれた後でさえもその癖は続い

てしまうのです。 

この本では、喘息やいびきを克服するために、呼吸量を正常な量に

戻す呼吸法を指導します。つまり呼吸を減らす訓練です。 

 

過呼吸がどのように喘息の原因となるのでしょうか？ 

様々な要因が合わさって気道は狭くなります。最も一般的によくある

のは、気道の内壁が腫れる炎症によるものです。第二は気道を取り

巻く平滑筋の収縮、第三は杯細胞が分泌する粘液が増えるためで

す。 

喘息発作とは、呼吸困難が起った状態のことを言うのです。発作の

範囲は、軽い咳や軽度の喘鳴から、生命を脅かすものまであります。 
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過呼吸が気道を狭くする原因には様々な異なる理論があります。一

つには空気を大きく吸うことにより、気道が冷えたり、乾燥するためだ

からです。 (21－34） 

欧州呼吸器学会誌（the European Respiratory Journal）に発表され

たデイビスとフリードの論文では、「犬の生体内に乾燥空気を持続的

に通気した結果、ヒトの喘息に見られるものと同じような、持続性の気

道閉塞と炎症が起きる」と結論付けました。(33) 

ビュテイコ教授や他の学者は二酸化炭素の損失が原因だと指摘し

ています。(35－39) 

「ヒトにおける低炭酸ガス血症による気管支収縮のメカニズム」という

論文で、スターリング氏は、「ヒトの自発的な過呼吸による低炭酸ガス

血症（二酸化炭素の喪失）は気道循環の抵抗を増やす原因となる」

と述べています。さらに「被験者が 5%の二酸化炭素を含んだ空気を

吸入すると、気管支収縮を防ぐことができた、つまり、気管支収縮は
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低炭酸ガス血症によるもので、過換気に関連する機械的要因による

ものではない」と述べています。41 

なぜ二酸化炭素はそれほど重要なのでしょうか？ 

食事で摂取した脂肪と炭水化物を酸化して最終的に生成されるの

が二酸化炭素です。二酸化炭素は静脈から肺に運ばれ、余分は吐

き出されます。正常な量呼吸した場合は、必要な二酸化炭素のみが

肺に保持されますが、過度に呼吸をすると、二酸化炭素も過剰に一

緒に吐き出してしまうのです。体が正常な機能を保つためには決ま

った量の呼吸量のみが必要なのです。 

 「事実、二酸化炭素は、酸素よりも重要な生体の基本要素である。」

と「 アルトゥール・ラヒーモフ医師 正常な呼吸－健康への鍵」の中

でヤンデル・ヘンダーソン氏が言及しています。40 

二酸化炭素はただの排気ガスではないのです。次のような

身体の機能に 

不可欠です； 

 

酸素の輸送 

酸素は、血液に比較的溶けにくいので、約 98%はヘモグロビン分子

によって運ばれます。酸素は、肺胞/動脈血中の二酸化炭素量に応

じてヘモグロビンから放出されます。二酸化炭素が、必要レベルで

ある 5%まで蓄積されていない場合、酸素はヘモグロビンに“結合し

たまま”で組織や臓器に放出されないのです。 

この結合は、1904 年にボーアにより発見され、ボーア効果として知ら

れています。 

1 分間 4～6L の正常な呼吸量において、吸った酸素の 75％は吐き

だされます。激しく運動しているときでも、吸った酸素の 25%は吐き出

されていると推定されています。すでに血液内の酸素含有率は 95

－98%の飽和状態にあるため、通常より多く酸素を吸い込んでも、血

液中の酸素量の改善にはなりません。逆に、肺、そして血液、組織、
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細胞への二酸化炭素レベルを低下させ、赤血球中のヘモグロビン

による酸素の運搬を減らす結果となります。 

体内に取り込む空気量が多ければ多いほど、その分、運ばれる酸

素は少なくなるのです。 

組織や臓器に酸素を送り込むためには、現代人は、大きく

呼吸するのではなく、小さく呼吸する必要があります。 

 

血管と気道の拡張 

二酸化炭素は、気道、動脈、毛細血管を取り巻く平滑筋を弛緩させ

ます。 

例えば、動脈血中の二酸化炭素が 1 mmHg（基準値 40mmHg）低下

するたびに脳への血流は２％減ります。42 言い換えれば脳への酸素

供給は、大きく呼吸することで明らかに減少します。疲労、ブレイン・

フォッグ（脳の霧；思考に霧がかかった状態）、不安、集中力の低下

などの症状は、慢性的な過呼吸によるものであり、同じ症状が喘息

患者にも共通しているのは偶然ではありません。 

喘息の遺伝的素因のある人は、肺から二酸化炭素が失われると気

道が収縮します。 

大きく呼吸すればするほど喘息や他の過呼吸に関連する症状が起

こります。静かに穏やかに呼吸すれば、血管や気道はより広がるの

です。 
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過呼吸は、アレルギー反応を増やす。 

過呼吸が長く続くとヒスタミンのレベルが上昇します。(43－44) ヒ

スタミンとは、アレルゲン（アレルギー誘発物質）にさらされた

肥満細胞から分泌される化学物質です。この物質は、腫れ

（浮腫）、局所の炎症を起こし、細い気道（細気管支）を収縮

させます。これは特に花粉症（鼻炎）や喘息の人々に関連し

ています。 

次の過呼吸によっておこる症状があなたはいくつ当てはま

っているでしょうか？ 

• 呼吸器系：喘鳴、息切れ、せき、胸部圧迫感、あくびが多い、い

びき、睡眠時の無呼吸。 

• 神経系：立ちくらみ、集中力の低下、しびれ、発汗、めまい、フ

ラフラ感、手足がちくちくするようなしびれ、脱力感、震え、頭痛。 

• 心臓：頻脈、胸部の痛み、不整脈。 

• 精神：不安精神症、緊張、鬱、心配やストレス 

他の一般的な症状には、ドライマウス(口腔乾燥)、疲労、悪

夢、皮膚の乾燥とかゆみ、手掌多汗症、筋肉のつり、ひきつ

け、夜尿症や夜間の頻尿、下痢、便秘、全身の脱力感や慢

性疲労が含まれます。 

心臓専門医、クロード・ラムは「過呼吸は、明らかに関連のない奇妙

な症状を引き起こし、あらゆる体の部分、臓器、組織に影響を及ぼ

す可能性がある。」と述べています。45 

故ビュテイコ教授の言葉に「生物が二酸化炭素を過剰に吐き出すと、

気管支、血管や腸などの痙攣を引き起こす。それが酸素供給を減少

させて酸素欠乏を起こし、それによりまた呼吸が大きくなるので、完

全に悪循環に陥る。” 
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喘息に影響する過呼吸の実例 

およそ 70～90%の喘息患者では、運動すると気道が狭くなります。46 

実際に中等度から重度の喘息患者で、運動による影響を受けないと

いう人を未だ見たことがありません。運動を始めたとたんに呼吸量は

増えます。呼吸が大きくなると代謝の要求に比例して気道狭窄の程

度が大きくなります。 

たった数分の過呼吸で喘息発作を起こしてしまう二つ目の例は、笑

うことです。普通に笑っていたはずが、突然咳こみ、喘鳴が出る友人

や親戚をご存知ではないでしょうか。笑うと口から大きく息を吸いま

す。例えばたった 30 秒笑うだけで症状が出る人もいます。 

2005 年 5 月に米国胸部学会（the American Thoracic Society）で発

表された報告では、57%の喘息患者は、笑うことで症状を起こすと結

論しています。47 同じ報告で、喘息の専門医であるガレイ医師は「笑

うことがどう喘息発作を起こすか誰もわからないが、過呼吸に関係し

ているかもしれない」と述べています。 

という事は、もし数分間の笑いや運動で症状が出るとすると、常に体

の要求より 2～3 倍大きく呼吸すれば、それもまた、症状を引き起こ

す原因になる、ということは理にかなっているのではないでしょうか？ 

 

水泳はなぜ喘息に良いのでしょうか？ 

ここ何年間か、正確にその理由がはっきり分からないけれども、医師

は喘息患者に対して、水泳は喘息に効果があると話しています。そ

の答えは簡単です。泳いでいる間は顔が水面下にあるため吸う空気

量が減ります。手を掻く度に口から息を吸うかもしれないが、ランニン

グ、または他の運動よりも呼吸量ははるかにすくないのです。 

「地上で行うほとんどの運動では、呼吸のリズムが不自然になり、1 分間の

換気量が運動量に比例して増加し、呼気終末二酸化炭素分圧が正常か、

または低くなります。ということは、高炭酸ガスによる刺激がないため気管支

拡張作用がなくなり、喘息患者の気道は保護されない状態になります.....

呼気終末二酸化炭素分圧は、まだ喘息患者において測定されたことがな

いため、喘息患者における二酸化炭素の潜在的な保護する特性は見逃さ
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れている可能性があるのです。」 

運動をすると、代謝活動により二酸化炭素が発生します。水泳をして

呼吸量が減少することに合わせて、二酸化炭素レベルが上昇して気

道が広がります。残念なことに水泳をする喘息患者はこれに気づい

ていないため、水から出た途端に大きい呼吸の口呼吸に戻ってしま

うのです。  
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「食事量を減らし、呼吸を減らし、寝る時間

を減らし、額に汗して一生懸命働くことが大

事だ。これこそが根本的な変化であり、本当

の再構築ということである。これが今の私た

ちがするべきことなのだ。」 
コンスタンティン・ビュテイコ教授 
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第二章： 

自由に呼吸できることへの切望 

 

 

www.ButeykoDVD.com でこの章のビデオを無料で見ることができます。 

 

 

“完璧な人間はまるで息をしていないかのように息をする” 

“The perfect man breathes as if he does not breathe” 

紀元前６世紀、哲学者、老子 
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余計な説明文をつれづれと並べるのではなく、症状の改善に必要な事

だけを伝えたいとおもいます。すべての呼吸法は、次のような直線図で

表してあります。 

 

どの呼吸法を行うときも、コントロール・ポーズ— Control Pause ——

「楽に息を止めていられる時間」(ここからはＣＰと表記します)を計測

するときも 、息を止めるということを行うが、必ず息を吐いた後に止め

てください。息を吐いた後に息を止めることで、計測に一貫性と同等

性が出るようにするためです。さらに、肺への負担を減らし気道を弛

緩させる効果のある二酸化炭素濃度を高めることができるからです。 

呼吸量を計る－コントロールポーズ（楽に息を止めていられる時間） 

呼吸量を計測するために、ＣＰ「楽に息を止めていられる時間（コント

ロール・ポーズ）」という、とても簡単な息を止めテストを行います。ＣＰ

は、患者の症状の反応を知ることができ、さらに大事なことに症状の

改善を計ることができるからです。ＣＰは、無理なく息を止めていられ

る時間の長さを示すものです。 
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このテストは、秒針のある時計・ストップウォッチが必要です。 

1. 静かに少しだけ息を吸い、静かに少しだけ息を吐く。 

2. 空気が肺に入らないように指で鼻を押さえる。 

3. はじめに「はっきりと明確に息を吸いたいと感じるまで」が何秒

かを測る。このとき横隔膜が無意識に”けいれん”しているよう

に感じるか、ほぼ同時に下に押されていると感じるかもしれま

せん。 

4. 指を離し、鼻で呼吸する。 

息を止めた後に再び息を吸いはじめるときの呼吸量は、テスト前より

も大きくなっていてはいけません。静かで楽に普通の呼吸です。呼

吸が荒れている場合は、息を長く止めすぎていたということで、正確

な結果は計れていません。 

 

このテストを始める前に知っておくべき重要なこと： 
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1. 静かに息を吐いた後に息を止める。 

2. 息を止めるのは、初めに息を吸いたいと思うまで。このテストは

最大でどれだけ息を止めていられるかということを計測するも

のではありません。 

3. ＣＰは、息を止めている時間の計測だけであり、呼吸を正す練

習ではありません。 

ＣＰは、息を止めてから初めて息を吸いたいと思うまでだという点をし

っかり覚えてください。息止めが終わったときに大きく息を吸わなけ

ればならなかった場合は、息を長く止めすぎていたということです。

またＣＰは、朝の起床後すぐの計測が最も正確です。 

ＣＰは何を表しているか？ 

ＣＰが 10 秒未満である場合; 

 喘息の症状は重度です。息切れがあり、喘鳴や咳が、昼も夜も

一日中頻繁に出るでしょう。ＣＰが短いということは、相対的に呼

吸量は、非常に大きいということです。 

ＣＰが 20 秒未満である場合; 

 咳、喘鳴、息切れ、運動誘発性喘息、風邪、胸部の感染症や疲

労などの症状がみられます。息を止められる時間が短いほど、

症状は重いでしょう。 

ＣＰが 20 秒以上 40 秒未満である場合; 

 主要症状はなくなるものの、誘発要因にさらされると症状が出る

可能性があります。誘発要因の影響をどれだけ受けるかは、Ｃ

Ｐに比例します。喘息患者自身は、調子も良く呼吸も穏やかで

しょう。さらに、夜間に呼吸で苦しむことや、運動誘発性喘息、

風邪、肺感染症はほとんどおこらなくなるでしょう 。 

ＣＰが 40 秒以上である場合; 

• 喘息の症状は全くないでしょう。元気があり、頭は冴え、呼吸も

楽で、非常に調子が良いでしょう。永久にこの生理学的変化を

維持するには、朝に測るＣＰを 6 ヵ月間、40 秒以上に維持する
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ことが必要です。 

息を止めることのできる時間が短いほど、呼吸量が多く喘息症状も

ひどくなります。たとえば、重度の喘息患者場合、ＣＰはおそらく 10

秒未満でしょう。休息時も運動をしているときも呼吸が荒く目立つで

しょう。朝に計測するＣＰが 40 秒以上である喘息患者は症状があり

ません。安静時の呼吸も目立たず、運動をしても呼吸はみだれるこ

とがなく、運動誘発性喘息は全く起こりません。 

症状改善のために覚えておくこと： 

• ＣＰが 5 秒長くなる度に、調子がよくなります。 

• ＣＰが変わらない場合、調子は変化しません。 

• ＣＰを毎週 3 ～4 秒ずつ長くしていくこと。 

• 最も正確なＣＰは、朝の起床後に計測したものです。睡眠中の

呼吸を変えようとすることはできないので、呼吸中枢の設定した

呼吸量に基づいた計測値になるため最も正確なのです。 

• 一日を通して、ＣＰを計測した場合、その時々の喘息の状態の

フィードバックを得られる。 

• 目標は、朝に計測するＣＰを 6 ヶ月間 40 秒以上に維持するこ

とです。 

ＣＰを長くするための 3 つのステップ; 

ステップ 1 

大きな呼吸をしない。 

A) 口を閉じる 

B) ため息をしない で、飲み込む    

C) 穏やかで落ち着いた呼吸をする 

D) 安静時の呼吸音は聞こえないようにする。 

E) あくびのとき、口を閉じる。 
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ステップ 2 

呼吸を減らす練習をする 

第三章の 6 つの簡単な呼吸法を行う－それぞれの自分の目的

にあわせて行うこと。 

 

ステップ 3 

正しい呼吸法で運動をする。 

（ＣＰを 20 秒から 40 秒に上げるために運動は不可欠です。詳細は

後に説明します。） 

 

ステップ 1 が基礎です。これからずっと鼻呼吸に変えるようにし、た

め息を抑えて一日中、呼吸を意識し、常に呼吸が静かであるように

します。いつもため息をついていると、慢性的な過呼吸が続くので、

飲み込むか息を止めることで、ため息を止めることが大切です。この

基礎がしっかりできていなければ進展はみこめません。 

口を閉じるだけでも改善は見られますが、それだけでは十分ではあ

りません。何年もかけて身についてしまった過呼吸の癖を直すことが

必要なのです。 

ＣＰを 10 秒から 20 秒に伸ばすには、ステップ 1 とステップ 2 を行う

ことが必要です。 

ＣＰを 20 秒から 40 秒に伸ばすには、ステップ 3 を行うことが必要で

す。 
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次に挙げるのは、ＣＰが長くなるにつれて、呼吸量が変化する一例

です 

 

ＣＰが 10 秒；呼吸は荒く、音が大きく、不規則で、大きく、重く、不安定

で、努力を要します。 

 

ＣＰ が 20 秒；呼吸は大きいけれども穏やかです。呼吸と呼吸の間に

自然な小休止があります。 

 
ＣＰが 30 秒；呼吸は落ち着いていて静か。呼吸と呼吸の間の小休

止の時間が長くなります。 
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ＣＰが 40 秒；呼吸はとても静かで落ち着いていて、呼吸をしているこ

とがわからない。 

 

生活習慣の比較 

50 年前 

体を動かす機会が多い 

自然食品が多い 

過食は少ない 

室内の温度が低い  

人前で話すことが少ない 

ストレスが少ない－競争社会のプレッシャーが少なく、より緑や

自然に囲まれた環境 

結果：正しい呼吸量－ＣＰが長い－喘息はあまりない 

今日 

体を動かす機会が少ない 

加工食品が多い 

習慣的な過食 

室内の温度が高く、服も温かい 

 話すことが仕事の大部分を占める 

ストレスが多い－情報過多で人工的な騒々しいコンクリートに

囲まれた環境 
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結果：呼吸量の増加－ＣＰは短い－喘息が多い 
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“人類は、最終的には文明により死ぬことに

なるでしょう。” 

“The end of the human race will be that it 

will eventually die of civilization.” 

ラルフ·ワルド·エマーソン（Ralph Waldo Emerson） 
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第三章 

ビュテイコ・クリニックの呼吸法 

www.ButeykoDVD.com でこの章のビデオを無料で鑑賞できます 

 

“A が成功とすると、その計算式は次のとおりであ

る： 

A = X + Y + Z, X は仕事。Y は遊び。Z は口を閉

じること。” 

“If A equals success, then the formula is: 

A = X + Y + Z, X is work. Y is play. Z is keep your 

mouth shut”. 

 アルバート·アインシュタイン（Albert Einstein） 
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私はこれまで喘息に苦しむ何千もの患者さんを指導してきましたが、

その経験から、喘息を克服するためのとても簡単な方法を開発する

ことができました。その方法やエクササイズはビュテイコ・クリニック独

自のものです。この方法は実行しやすく、覚えやすく、普段の生活の

中に取り入れることができます。最終的にはこれからあげるすべての

エクササイズは呼吸を正し、慢性的な過呼吸をなくすということが目

的です。目標は、静かで、穏やかで、落ち着いていて、規則正しい

呼吸ができるようになること。これはＣＰが長いときの呼吸の特長です。 

この呼吸法のエクササイズは、そのような呼吸を実現するための手

段です。 

全ての呼吸エクササイズは（この章の後半で詳しく説明する）、過呼

吸の悪い習慣をなくすために、一定の間、呼吸を減らすということで

す。 

つまり、これは空気のダイエットなのです。 

どの呼吸法を行うときも、呼吸を減らすことで息（空気）をもっと

吸いたいと感じることが必要です。どの呼吸法を行うかによって、

このもっと息を吸いたいと感じる度合いは違うのですが、この感覚を

認識することで呼吸法の効果が上がるので、過呼吸の習慣を直すの

に欠かせないのです。この感覚は、血液中の二酸化炭素が増加す

るために起こります。呼吸中枢は、二酸化炭素の増加に反応してそ

れのレベルを下げようとして、呼吸を促進させます。このもっと息を吸

いたいという感覚が 9～12 分間続くと、増加した二酸化炭素が血液

脳関門を透過し、呼吸中枢が少しリセットされます。これは、15～20

分の呼吸エクササイズを終えて数分後に計測するＣＰが長くなって

いることで示されます。 

あなたが、1 日 10 回食事していると想像してみてください。ダイエッ

ト教室に参加して、食事の量を普通の量である 1 日 2、3 回に減らす

ように言われても、体が慣れてしまった食事量より少ないので、もっと

食べたいと感じることでしょう。しかし数日以内にはこうした感覚はな

くなり全身的な健康状態が改善されます。呼吸を正している間は、

意図的に呼吸を減らし、改善するために呼吸不足を感じるようにしま
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す。 

この呼吸不足の感覚は、体内の酸素が奪われているからではなく、

通常よりも呼吸を減らしているために起こるものなのです。 

たった一つの簡単な決まりなのですが、これに従わなければほとん

ど改善は見られないでしょう。 

呼吸を減らせているかどうか、を知ることができる唯一の方

法は、もっと息を吸いたいと感じるかどうかです。 

もっと息を吸いたいという感覚は、空気が欲しいと思うことと同じであ

る。この感覚を息苦しい、または窒息するかのようだ、と言う人もいま

す。運動をしているときの息切れの感覚にも似ています。 

この感覚を経験して理解するためには、次のことを行います： 

• 少し息を吸う。 

• 優しくそっと息を吐く。 

• 鼻を押さえ、ストレスがかからず、はっきりと息を吸いたいと感じ

るまで待つ。 

 

ガイドライン： 

呼吸エクササイズは、ほとんどの人にとって適切でとても有益ですが、

下記の症状がある方には適していません。自分に適しているかわからな

い場合は、行わないでください。 

カテゴリー 1 – 以下の症状がある、または以下の治療を受けてい

る場合は、この呼吸法を行わないこと； 

 現在がん治療を受けている 

 1 型糖尿病 

 てんかん 

 統合失調症 

 血圧レベルが正常でない 
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 胸痛や心臓付近に痛みがある 

 鎌状赤血球貧血症 

 動脈瘤 

 過去 6 ヵ月間に心臓の問題があった場合 

 コントロール不良の甲状腺機能亢進症 

 既知の脳腫瘍や腎臓病 

 

カテゴリー 2 －呼吸不足の感覚が強くなってはいけない方; 

 重度の喘息患者と肺気腫及び COPD（慢性閉塞性

肺疾患）患者 

 2 型糖尿病 

 妊婦（妊娠初期は全く行わないこと） 

 不安神経症/鬱病 

 片頭痛の患者 

カテゴリー２に該当する人は、呼吸法を行う際に、呼吸不足が、ゆっくり

と歩いている時に感じる程度の軽い息切れの感覚よりも強くならないよう

にしてください。そして、呼吸エクササイズの 2 と 6 のみを行うようにして

ください。 

呼吸エクササイズを実行するにあたり、経験豊かな施術者を見つけ

ることをお勧めします。（施術者のリストは ButeykoClinic.com に載っ

ています） 不安症や、偏頭痛が起こりやすい人は、ＣＰを徐々に上

げていくようにしてください。ＣＰを急激に上げると短い間ではあるが

症状が悪化するかもしれません。これは洗浄反応(好転反応)であり、

それを乗り越えれば、ＣＰはまた再び伸びてきます。ＣＰをゆっくりと

上げていくには、あまり無理のない範囲の呼吸不足感覚を実行して

ください。 
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洗浄(好転)反応 

呼吸の減少を経験した約 3 分の 2 の人は、解毒効果や洗浄反応を

体験します。呼吸量が改善されると、血流が良くなり、すべての組織

や臓器に酸素が行き渡ります。洗浄反応はＣＰが 10 秒、20 秒、そし

て 40 秒へと長くなったときに起こります。また、ＣＰが初めの測定時

より 2、4、6 倍に伸びた場合にも起こります。 

一般的には洗浄反応とは、症状が少し悪化することで、軽度ではあ

るものの数時間から数週間続くこともありますが、大抵の人は 1～2

日くらいで終わります。 

個人差がありますが、以下がその典型的な症状です; 

• 肺からの痰の分泌が増加、鼻水の出る鼻風邪 

• 下痢 

• 普段より頻繁にトイレに行くようになる 

• 食欲不振 

• あくびと疲労感が増す 

• 不眠症 

• 全身の体調不良 

• 皮膚からの臭い（特に大量の経口ステロイドを服用している場

合） 

• 頭痛 

• イライラや不安の増加（こういった傾向がある場合は、ＣＰをゆっ

くり上げ、呼吸不足は無理のない程度にする） 

• 口の中が金属の味がし、頻繁に水が飲みたくなる。 

心配はいりません。多くても上記の１つか２つくらいを経験する程度

です。洗浄反応が強い場合は、体が大きな生理学的変化を遂げて

いるためであり、これを過ぎれば体調は良くなるでしょう。 

全体的に食欲が減るので空腹時のみに食事をすること。 

洗浄反応の程度を低減し期間を短くするには、一日中、定期的に温
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かい水を飲んでリラックスしながら呼吸を減らしゆっくり続けること（呼

吸法 2 と 6 を実行する）。 

洗浄反応が出る間は、脈拍が上がり、ＣＰが急激に短くなります。洗

浄反応が終わるとまた時間は長くなり、気分もずっと良くなるでしょう。 

プラス面といえば、誰もがより健康的になったと感じられることです。

喘鳴、咳、息切れはずっと減り、落ち着き集中力が増し、よく眠れ、

元気になり、食欲も減り、コーヒー、チョコレートやなどの食品を食べ

たいという欲求は少なくなります。 

口呼吸から鼻呼吸への変化 

生まれたばかりの赤ちゃんと、大半の動物も鼻呼吸をします。犬は体

温調節のために口からハアハアと息をしますが大半は口を閉じてい

ます。 

鼻はまるで飾り以外の何物でもないかのように多くの人は、睡眠中、

散歩中、安静時、仕事中にも口を開けています。 

鼻は、呼気が肺に入る前に、空気の調整をする重要な役割を果たし

ています。個人的な経験から言うと、口呼吸から鼻呼吸へ完全に切

り替えるだけで、喘息には約 30％の効果があると言えます。さらに付

け加えたいのは; 

鼻呼吸に切り替えない限り、喘息は治りません。 
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鼻の役割： 

フィルター作用：鼻の中は粘膜で覆われています。 

「鼻に入る細菌の 4 分の 3 は、粘液層上で除去されると推定さ

れている。実際に、鼻の粘液自体に抗菌作用がある」1 

鼻はまた、喘息を誘発する一般的な大きな粒子をフィルターし

ます。（喘息を持つ子供の両親が、相当な出費をしてカーペット、

カーテン、寝具を取り換えて、チリダニの吸入を減らすためのハ

イテクな掃除機を購入するが、子供に鼻呼吸をするように勧め

ることはほとんどない、という事実を残念だと思うことがよくありま

す。） 

 

温める作用：鼻は吸った空気を温める作用があるので、気道が

冷える可能性少なくなります。 

「鼻甲介でうずまいている空気は急速に暖められる。例えば、6

度（華氏 43 度）で鼻に入った空気は、鼻の奥に到達するまで

には 30 度（華氏 86 度）に温められ、気管を通過するときには

体温にまで上昇する。」 2 

加湿作用：鼻には空気を湿らせる粘液層があるので脱水効果

が起こりにくい。 

空気量の調整：鼻の穴（鼻孔）は口よりも入り口が小さい。その

ため呼吸の際に抵抗が生じ、結果として、より静かで穏やかに

なり、正常な空気量となります。 

口呼吸は、口内の乾燥の原因となります。これは、細菌が住み

着くのに理想的な環境なので、歯周病や虫歯の原因にもなりま

す。習慣的に口呼吸する子供は歯並びが悪くなる可能性がず

っと高くなるのです。3 

「ここ何年かにわたり、子供たちが慢性的または習慣的に口呼

吸をしていることを裏付ける証拠が増える傾向にある。口呼吸

は、あごの発達、頭蓋骨の発達、噛み合わせだけでなく、子供

の全身の健康状態にも悪影響を及ぼす。口呼吸が、子供の顔
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やあごの発育に悪影響を及ぼすことを証明した文献はたくさん

ある。習慣的に口呼吸をする子供は不正咬合になるだろう。」 3 

不正咬合とは、歯の位置のずれ、または上下のあごの位置関

係が正常でないことです。 

口呼吸はみっともない「公共の場では、口を開けっ放しで呼吸するより、口

を閉じて鼻呼吸している方が見た目がいい」 4 

鏡の前で見比べてみてください。口を閉じている方がずっと感じがい

いです。 

鼻炎は、喘息患者には非常に良く見られます。症状には、くしゃみ、

鼻詰まり、鼻水、鼻や喉、目と耳のかゆみがあります。これまで、私の

患者の大半は口呼吸から鼻呼吸へ切り替えることができました。また

多くの患者さんから、完全に鼻呼吸へ変えた後の数ヵ月の間に鼻の

ポリープが縮小したとの報告も受けています。 
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“美人とキスをしながら安全運転が出来るような男は、そのキスに対

して(そしてその女性にも)十分な注意を払っていないね” 

“Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is 

simply not giving the kiss the attention it deserves” 

アルバート・アインシュタイン（Albert Einstein）  

42 



どのエクササイズにも良く注意を払ってくだい 

ビュテイコ・クリニックで教えられている呼吸法エクササイズ 

エクササイズ 1：鼻詰まりの解消、鼻水をとめ、便秘を解消する方法 

   （呼吸不足感覚レベル－中～強） 

 

エクササイズ 2a および 2b：呼吸量を減らす方法 

   （呼吸不足－小） 

 

エクササイズ 3：口を閉じて歩き、もっと息を吸いたいという感覚をつ

くる方法 

   （呼吸不足– 小） 

 

エクササイズ 4：息を止めて歩く方法 

   （呼吸不足－中～強 ） 

 

エクササイズ 5：ステップエクササイズ （子供と健康な大人用） 

   （呼吸不足－ 中～強 ） 

 

エクササイズ 6：喘鳴と咳の発作を止める方法（喘息症状があり、ＣＰ

が短く、高齢様々な疾患を持つ人に適する） 

   （呼吸不足－小） 
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エクササイズ 1 鼻づまりを解消する 

www.ButeykoDVD.com でこの章のビデオを無料で見ることができま

す。 

ＣＰ—「楽に息を止めていられる時間」が 10 秒未満であるか、注意事

項にある健康状態にあてはまる場合は、長く息を止めすぎないように

すること。エクササイズ 1 の代わりにエクササイズ 6 を実践し、鼻詰ま

りを解消するようにします。 

呼吸をしすぎると鼻は詰まります。血管が炎症を起こし、大量の粘膜

が分泌されるので、鼻で呼吸をすることが難しくなるのです。鼻が詰

まっているからといって口呼吸に変えると悪循環が続きます。これは

二酸化炭素の損失となり、鼻詰はさらにひどくなります。 
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次の呼吸法は、わずか数分で鼻詰まりを解消できる非常に効果的な

方法です。 

• 背筋を伸ばして座る。 

• 可能であれば、鼻から少し息を吸い、少し息を吐き出す。鼻詰

まりがひどい場合は、口の隅から小さく呼吸する。 

• 指で鼻をつまみ、口を閉じたまま息を止める。 

• これ以上息を止めることができないと思うまで、ゆっくりとうなづく

ように頭を上下に振るか、体を左右に揺らす（息を吸いたいと強

く思うまで、鼻をつまんだままにする）。 

• これ以上息を止めていられなくなったら、口は閉じたまま、鼻を

抑えていた指を離し、ゆっくりと鼻から息を吸って吐く。 

• できるだけ早く呼吸を落ち着かせる。 

 

鼻詰まりが完全になくならない場合は、またこの呼吸法を始める前に、

呼吸が元に戻るまで 30 秒間待つこと。鼻詰まりが完全になくなるま

で何回も行います。 

この呼吸法を何回も行うと鼻詰まりはなくなるでしょう。また血管が拡

張したことにより体が温まった感じがしたり、頭がすっきりして冴えてく

るかもしれません。この呼吸法は、気道から鼻水をなくしたり、便秘を

解消するのにも役立ちます。便秘を解消するには、トイレに座ってい

る間にこの呼吸法を何度も行うことだけでいいのです！ 

ＣＰが短い場合は、呼吸が大きいということなので、鼻はまた詰まるで
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しょう。朝に計測するＣＰが 20 秒以上になってこそ、鼻が詰まらなく

なるのです。 

鼻が詰まる度にこのエクササイズを行うこと。風邪をひいているときも

鼻で呼吸するようにすることです。風邪がひどいときには、鼻が通る

事などないと思うかもしれないが、そんなことはありません。鼻風邪を

ひいているときは、一日中、口を閉じて呼吸を減らすようにするので

す(後で詳細を説明します)。すると風邪は早く治り、胸部まで患うよう

になる可能性も大幅に減らすことができます。私は、何百人もの喘息

患者が、鼻呼吸をすることを学び、呼吸量を正すことによって、劇的

に鼻風邪と胸部の感染症を減らすことができたのを見てきました。 

口呼吸から鼻呼吸に変えると吸う空気量が減少します。口は鼻の穴

より大きいために吸う空気量がずっと多いので、何年も口を開けてい

た場合、体が大きい呼吸に慣れてしまっているのです。 

鼻の穴は小さいので口呼吸よりも呼吸の際の抵抗が大きくなります。

結果として、鼻呼吸だと十分に息を吸っていないと感じるかもしれま

せん。しかしそう感じるのは少しの間だけです。数日後には、呼吸中

枢は正しい呼吸量に慣れるでしょう。 

何をしているときでも口を閉じるようにすることです。呼吸が減ると、

体はあくびをしたり、ため息をついたり、定期的に鼻をすすったり、不

自然に口呼吸するなどして、もっと呼吸をさせようと促し始めるかもし

れない。しかしこの時点で頑張って我慢して呼吸を増やさないように。 

例えば、ため息をつきたいときなど、大きく息を吸う必要があるときは

すぐに飲みこみます。また、あくびをしたいときは、あくびと一緒に大

きく呼吸しないようにし、口を閉じるか飲み込むことであくびを抑える

ようにします。 

常習的に口呼吸をする人が、完全に鼻呼吸に変えるのには、たった

数日しかかかりません。呼吸を意識して観察し、減らす練習をするこ

とが、この変化を遂げるのに大切なのです。 

何をするときでも、いつでも、鼻呼吸をすることを守る事です。少しの

間でも口で呼吸をしてしまうと、喘息症状をあおり、組織や臓器への

酸素供給を減らしているということを忘れないように！ 
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鼻呼吸へ変えると、冷たく乾燥した空気が入る口呼吸を不快に感じ

るようになるでしょう。ほとんどの人が、今までどうしてこんないつもと

ても不快な、点鼻薬や鼻炎の薬では大抵うまくいかない、最後は手

術にまでいたってしまうような鼻づまりと、一体どうやってここまで暮ら

してきたのだろうと不思議に思えてくるでしょう。 

鼻炎用の生理食塩水 

次の方法は、鼻炎や副鼻腔炎の人々にとてもお勧めです。エクササ

イズ 1(鼻詰まりを解消する方法)と合わせて行います。 

• 水一杯を沸騰させる 

• 良質の海塩を小さじ約４分の 1 溶かす。 

• ぬるま湯にさます 

• 手のひらに塩水を少量取り、一方の鼻の穴から吸い込む。 

• しばらく間を置いて、反対の鼻の穴でも同じことを繰り返す。 

• 両方の鼻の穴でそれぞれこの方法を続ける。 

終わったときに、ティッシュで鼻をふきます。鼻の内側はきれいになり

鼻がそんなに詰まらなくなります。後鼻漏(鼻汁がのどの方へ流れ落

ちること)から生じる口臭は、鼻の内側を清潔に保つことにより少なく

なります。 

一般的なアプローチの鼻を繰り返しかむ方法は、大きな呼吸量を伴

うので、鼻の内部を傷つけて炎症を起こす原因になります。生理食

塩水と呼吸エクササイズを並行する方がずっと効果的です。 
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エクササイズ 2 呼吸を減らす方法（簡単） 

このエクササイズは、呼吸量を減らすのにとても簡単な方法です。正

しい呼吸の概念に慣れ、さらに呼吸に意識を向けることができるよう

になったら、より詳細な呼吸法の説明（付録 8）を参照にしてください。 

 

• 背筋を伸ばして座る。 

• 指を鼻の下、上唇の上に並行に置いて、鼻の穴を通る息の量に注

目する。指は鼻の穴の近くで息の流れを感じることはできるが、ふ

さがない程度の距離にあること。 

• 鼻先に少し空気を吸う。例えれば、鼻の穴の中を満たすだけ(1cm

程度)吸い、それ以上は吸わない。呼吸のたびに少しだけ空気を

吸う。 

• 指を羽だと思って、羽を動かさないように指の上に静かに息を

吐く。 

• 息を吐くときに、指にかかる温かい空気の量が多ければ、たくさ

ん息を吸っているということです。指に感じる温かい空気の量を

減らすために、呼吸をゆっくりすることに集中する。 

• 指にかかる空気の量が減ると、もっと息を吸いたいとう感覚を経

験します。 

• 約 4 分間、このもっと息を吸いたいという感覚を維持する。息苦
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しくはないがはっきりと感じる程度に。 

この呼吸法で生じるもっと息を吸いたいという感覚は、ＣＰ —

「楽に息を止めていられる時間」を計り終えたときの感覚より

強くならないようにすること。 

このもっと息を吸いたいという感覚は、軽く歩いたときの息切れと同じ

です。唯一の違いは、今はじっと座っているということです。その感

覚をわかっていればパニックにならないでしょう。多くの喘息患者に

とって、この感覚は呼吸困難の時に起こる感覚と同じなので、不快に

感じるかもしれません。でも心配はいりません。少し練習すれば、不

安になることなく、このもっと息を吸いたいという感覚を維持すること

ができるようになります。この感覚は、はっきりと感じることができます

が、ストレスがかからない程度に。はっきりとわからない場合は、呼吸

量をさらに減らすこと。息苦しすぎる場合は、吸う息の量を少し増や

して体をリラックスさせましょう。 
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エクササイズ 2B 

また、次のとても簡単な方法も試してみましょう。大体どちらか片方の

鼻の穴は反対側に比べて少し詰まっている状態である事が多いもの

です。空気不足を作り出すために、通っている鼻の穴を指でふさぎ、

少し詰まっている方の鼻の穴で呼吸してみます。通っている方の鼻

の穴を閉じることで吸う空気量が減り、息苦しく感じるでしょう。この状

態を 4 分間維持してみてください。 

この呼吸法の効果は、どれだけ息苦しさを感じたかによります。 

この呼吸法で数分間呼吸した後、最初に詰まっていた方の鼻の穴

はどのように感じるでしょう？ 
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エクササイズ 2 一連の動作 

脈拍を計る。 

ＣＰを計測する。 

4 分間、呼吸を減らす。 

ＣＰを計測する。 

4 分間、呼吸を減らす呼吸法を行う。 

ＣＰを計測する。 

4 分間、呼吸を減らす呼吸法を行う。 

ＣＰを計測する。 

4 分間、呼吸を減らす呼吸法を行う。 

3 分待ってから、ＣＰを計測する。 

脈拍を計る。 

この呼吸法を 4 回終えたときに計測したＣＰは、開始時より約 25%伸び

ているは    ずです。 

20 分後の脈拍数は、開始時よりも２〜３秒ほど少ないはずです。脈

拍がまだ多い場合は、数分休んでから再度計ってみてください。脈

がまだ高い場合はこのエクササイズを行っているときに無理をしてス

トレスがかかったという意味です。次にエクササイズ２を行うときは、

呼吸不足になるようにしながらも、もっとリラックスするように。 

通常、成人の安静時の脈拍数は、毎分 60～80 回だ。子供の脈拍

は大人より高く、成長するにつれて少なくなります。 

大人で、安静時の脈拍数が 100 以上で、ＣＰが 10 秒以下である場

合は、喘息の状態が非常に不安定であり、ステロイドが不足している

可能性があるので、必ず医者へ行ってください。 

呼吸を減らしたことの効果を得るには、この一連の動作を 20 分間行

うことが必要です。(4 分間を 4 回行う) 

喘息患者の典型的な計測値は次のようです。 
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脈拍－72 回 

ＣＰ－ 8 秒 

4 分間の減息エクササイズ。 

ＣＰ－7 秒 

4 分間の減息エクササイズ。 

ＣＰ－ 9 秒 

4 分間の減息エクササイズ。 

ＣＰ－9 秒 

4 分間の減息エクササイズ。 

ＣＰ－11 秒 

脈拍－68 

呼吸を減らすと体が温かく感じるでしょう。温かく感じない時は、呼吸

法を行っている間に呼吸不足を感じ、4 分間きちんとその状態を維

持しているかを確かめること。 

集中力が続かなくなるかもしれませんが、もっと息を吸いたいという

感覚がおこるように努力し続けることが大切です。 

あなたの残りの人生の選択は、大きな呼吸を続けて喘息を持ち続け

るか、呼吸を正して喘息を治すかです。私は常に患者に、この呼吸

法をきちんと行っていないということはそこまで症状に苦しんでいな

いということです！と伝えています。もし喘息の症状にうんざりし、良

くなりたければこのエクササイズを行ってください。 

起床後 20～30 分に、この呼吸法を行うと、前夜の苦しいゼーゼー

呼吸を正すことができます。日中と就寝前にこれを繰り返してくださ

い。もう一つのとても有効なオプションは、呼吸を減らす練習を毎時

間 10 分することです。 

4 分間の呼吸法を 4 回行う際、その 4 分間は完全に呼吸不足にな

るようにします。初めの 30 秒間だけ呼吸を減らし、残りの 3 分 30 秒

間は重い呼吸をするのでは意味がありません。 
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寝る前に、呼吸を減らすようにすると、穏やかにぐっすりと眠ることが

でき、朝起きた時には活力に満ちているでしょう。 

一度、この呼吸法を習得すれば、どこでも行うことができま

す。 

背筋を伸ばして座ることが一番いいのですが、無理のない程度の呼

吸不足の状態を作れるようであればどんな姿勢でも構いません。 

一日を通して、何度も呼吸不足の練習をすればするほど効果があり

ます。学校、仕事中、テレビを見ているとき、本を読んでいるとき、ど

んな活動をしているときでも、呼吸不足を維持することは可能です。 
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エクササイズ 3 運動で最大に効果を上げる方法 

www.ButeykoDVD.com でこの章のビデオを無料で見ることができる。 

 

これまで患者を診察してきた経験から、定期的に運動をする喘息患

者は、運動しない患者よりも喘息症状を上手くコントロールしていると

言えます。この項では、安全に運動し、そして運動をすることで呼吸

法の利益を最大限に得る方法を説明します 

運動の重要性 

体の中の二酸化炭素量を増やすには 2 つの方法しかありません。

一つ目は、呼吸量を減らすこと、二つ目は、運動をすることで二酸化

炭素をより発生させること。ところが、多くの喘息患者は逆の行動を

取ります。普段から大きな呼吸をしていて、喘息発作を恐れて、運動

は少しするだけか、または全くしていません。 

二酸化炭素は、食べ物や酸素をエネルギーに変換する過程で起き

る内呼吸を通して生成されます。運動をすると筋肉はさらに二酸化

炭素を発生させ、ヘモグロビンから筋肉への酸素の放出を促します。

（二酸化炭素は、赤血球内の酸素とヘモグロビンの結合を緩めま

す。） 

二酸化炭素をより生成するには、筋肉を動かしましょう！ 

 

鼻呼吸: 

ＣＰ―「楽に息を止めていられる時間」が短いということは、呼吸が大

きいということで、運動による喘息発作を起こすリスクが高くなるという

ことと一致しています。従ってＣＰが 20 秒以下である場合は決して

口呼吸しないこと（ＣＰが 20 秒以上のときのみ、スポーツの間に少し

だけ口を開いてもよい）。 

初めは口呼吸の習慣がしみついていて、鼻呼吸に変えることは不可
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能と感じるかもしれませんが、呼吸をするときは常に鼻からでなけれ

ばいけません。 

しかし、鼻呼吸をマスターすることは難しくないのでご心配なく。初め

は息切れ感が生じて、口を開けているときのように早く歩くことはでき

ないと感じるかもしれません。でも数日でこの感覚は消えて、着実に

しっかり歩けるようになります。量よりも質、ということです。 

運動中には呼吸量が増えます。呼吸量が増えるのが体の代謝要求

にある程度比例しているのなら問題はありません。しかし、ＣＰが短い

ほどこの比例は一致しません。 

私は、重度の喘息や COPD（慢性閉塞性肺疾患）の患者をよく診察

します。初めて病院に来るときに、駐車場からクリニックまでの数歩の

距離を歩くだけひどく息切れをしてしまうのを見ることがあります。こ

れは、呼吸量は大変大きいものの身体の動きは最少という、完全に

釣合いの取れていない例です。 10 分後、患者の呼吸が落ち着いて

からＣＰを計測すると、大抵約 5～6 秒で、重度の過呼吸だということ

を意味します。 

 

覚えておくこと 

ＣＰが 20 秒以下である場合 － 鼻呼吸のみにすること 

ＣＰが 20 秒以上である場合－ 運動中少しの間だけ口呼吸

をしてもいい 

 

喘息発作の最大の危険性; 

運動を開始してから 5 分と、終了後 10 分に喘息発作が起こる最大

の危険性があります。身体の要求よりも呼吸量が多いと喘息発作が

起こるということを覚えておいてください。 
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運動開始時の発作を避けるためには; 

代謝活動による二酸化炭素の生成よりも、呼吸量の増加が早いとき

に気道が収縮して発作が起こります。これを避けるためには、運動を

始めて 10 分間は呼吸をコントロールすることが必要で、そのために

はゆっくり準備運動をすることです。 

これに適した準備運動は、息を止めながら歩くか、ゆっくりと体を動

かすことである。10 分後には肺が開放されたように感じ、症状が起こ

る可能性を大幅に減らしながらも、運動のペースを上げることができ

るようになります。ＣＰの長さに関係なく、いつも初めの 10 分間はゆ

っくり運動すること。 

 

運動後の発作を避けるためには; 

喘息患者は、運動を終えても過呼吸を続けてしまうので、運動終了

後に呼吸をコントロールきちんとすることです。意識して呼吸を落ち

着かせる努力をします。呼吸が全くコントロールできない場合は、呼

吸法 6 の「何度も少しの間だけ息を止める呼吸法」を行うようにする。 

 

もっと息を吸いたいという感覚； 

運動で最大の効果を得るには、もっと息を吸いたいという感覚を作る、

つまり、息苦しいと感じることです。 

ＣＰが短い場合、呼吸はとても乱れやすいので、ゆっくりと、無理をし

すぎないように、これ以上コントロールできないという状態にならない

ように気を付けましょう。同時に、無理のない程度でもっと息を吸いた

いという状態になるようにすること。 
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運動中にもっと息を吸いたいという感覚を作るには、次の 3 つの方

法がある。 

 口を閉じた状態で運動の速度を上げる。 

1. 運動中は呼吸を減らす。 

2. エクササイズ 4 の息を止める練習をする。 

もっと息を吸いたいという感覚が強すぎて口を開けなければいけな

いときは、運動のペースを落として呼吸を落ち着かせること。口を閉

じている方が早く回復できます。ウォーキングをするなら、一人で歩く

ようにするか、パートナーに話しながら歩かないと同意してもらうよう

にします。話すことで効果がなくなってしまうので。 

 

運動中に正しく呼吸しているかどうかを判断する方法; 

o 運動前にＣＰを計測する。 

o 運動をする。 

o 運動終了 30 分後 にＣＰを計測する。 

o 運動終了後 30 分経ってから計測したＣＰは、運動開始前

よりも長いはずです。 

 

覚えておく 2 つのこと; 

 運動終了直後にＣＰを計測すると、空気不足が増大しているた

めに、運動開始前よりも下がっている可能性がある。 

1. 運動終了後 30 分経ってからのＣＰが、運動開始前よりも短い

場合は、運動中に過度に呼吸をしすぎたということです。 

 

水泳か、他の運動か? 

水泳が喘息に有効だということはすでに受け入れられています。水

泳中に腕や足を動かすことによって二酸化炭素が大量に生成され

ます。同時に、ほとんどの間、顔は水中にあり、呼吸が制限されるの
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で、二酸化炭素レベルが上がり気道が拡張するのです（塩素消毒さ

れたプールは、喘息を引き起こす可能性があるので注意すること）。 

しかし、必ずしも水泳でなければいけないというわけではありません。

過呼吸の概念を理解した今、少ない呼吸で運動するという水泳の理

論を他の自分の好きな運動に取り入れればいいのです。 

 

「楽に息を止めていられる時間」とスポーツの関係; 

5 秒しか息を止めることができない人がいるとします。ゆっくりと歩い

ている時でさえ呼吸は非常に荒いです。一方で、ＣＰが 40 秒の人を

想像してみてください。 

スポーツのチームメンバーを一列に並べ、一人一人のＣＰを計測す

ると、ＣＰの短い人は、息苦しくなりやすく、疲れやすく、より乳酸が生

成され、ＣＰの長い人のようなスタミナがありません。ＣＰが長ければ、

特定の距離を一定のペースで走るのにも空気量が少なくてすみま

す。ＣＰが長くなるのに比例して運動能力は向上します。 

この本をお読みのあなたがコーチならば、個々の選手の運動能力を

計る簡単な方法として、ＣＰの計測を取り入れてみてください。選手

の運動能力を高めるには、ＣＰを長くすることです。もっと詳しい科学

的知識や無料のビデオ・書籍は OxyAthlete.com で見ることができま

す。 

ＣＰが長いほど、より効率よく運動できます。 

ＣＰが短ければ、あまり効率的に運動できません。 

スポーツパフォーマンスを向上するには OxyAthlete.com を参照し

てください。 
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運動についてのまとめ 

 喘息患者にとって運動することは極めて重要。 

 無理のない範囲で運動をすること。 

 ＣＰが 20 秒未満の場合、運動中には決して口呼吸しないこと。 

 ＣＰが短ければ短いほど、特に注意して運動すること。 

 運動中にもっと息を吸いたいという感覚になるようにする。 

 1 日 30 分～1 時間運動することは、ＣＰを長くするのにとても有

効な方法。 

 初めの 10 分間は、口を閉じてゆっくり体を動かすようにすること。 

 運動が終わったらすぐに呼吸を落ち着かせるようにすること。 

 話をしながら歩かないこと。 
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エクササイズ 4 運動している間に息を止める 

エクササイズ 4 は、運動中に息を止める方法です。ウォーキング、な

わとび、トランポリン、サイクリング等をしながらこの呼吸法を行うこと

ができます。 

このエクササイズは、日中に落ち着いて穏やかにする呼吸を減らす

エクササイズに加えて、非常に効果的です。運動中に息を止められ

る時間の長さは、健康状態とＣＰのあたいによります。 

注意すること 

注意事項にある健康状態の場合は、エクササイズ 4 は実践しない方

が良い。代わりにエクササイズ 6 を行い（何度も少しの間だけ息を止

める呼吸法）、軽い呼吸不足を感じながらゆっくりと歩くようにすること。 

以下は、考慮してほしい点です。 

• ＣＰが 10 秒未満の場合は、運動するだけで十分なので、運動

中に息を止めて呼吸不足をつくりだす必要はない。 

• ＣＰが 10～15 秒の間である場合は、息を止める時間を短くする

こと。（下記の例を参照） 

• ＣＰが 15 秒以上で、注意事項にある健康状態ではない場合、

息を止める時間の長さをあまり気にしなくてよい。 （次の例を参

照） 

少しの間だけ息を止めながら運動する時の一例－ＣＰが比較的短い人

に適切: 

 

• 歩きながら、一度、息を吸って吐いてから止める。 

• 息を止めた状態で 5～20 歩歩く。 

• 呼吸を再開し、歩き続ける 。 
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• 通常の呼吸で 30 秒～1 分歩いた後、再度この上記の呼吸法

を繰り返す。 

• 30 秒～1 分ごとにこの呼吸法を繰り返す。 

最初から最後まで呼吸をコントロー

ルし続けること 

 

中～強程度に息を止めながら運動する （注意事項の症状がある場

合と、ＣＰが 15 秒未満の場合、この呼吸法は避けてください） 

 

• ウォーキングの間に、一度、息を吸って吐いてから止める。 

• 息を止めた状態で 20～100 歩歩く。 

• 呼吸を再開し、歩き続ける 。 

• 通常の呼吸で 30 秒～1 分歩いた後、再度この呼吸法を繰り返

す。 

• 常に呼吸を管理するようにする。 

ＣＰを 20 秒から 40 秒に長くするには、より呼吸不足になるようにす

ると最も効果的です。 

運動の間は、息を止めながらも、常に呼吸を

コントロールできる状態にすることが大事で

す。 

ところで、この呼吸法を行うのにウォーキングでなければいけないと

いうことはありません。どの運動でも息を止めながら行えます。例え

ば、サッカー選手でトレーニング中に息を止める人もいます。スプリ

ントする時に、数歩の間、息を止め、呼吸不足感を作り出します。 
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サイクリング、ゴルフ、ウェイトトレーニングなどでも息を止めることが

できます。また、大工、レンガ職人、絵描き、しっくいを塗る職人、バ

ーで働く人々、庭師など他に仕事の一部に体を動かすことのある人

達が、この呼吸法を取り入れることができます。 

何回実行しなければならないなどの厳格なルールはありません。一

日中できるだけ息を止めるようにすればするほど向上するでしょう。

息を止めるのが長ければ長いほど、呼吸中枢を刺激するので、なか

なか不変のＣＰを長くすることができます。 
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エクササイズ 5 子どもと健康な成人に有効なス

テップエクササイズ 

喘鳴や咳などの喘息の症状や、注意事項にあるようなその他の健康

上の問題がある場合は、この呼吸法 5 は行わない方がよいでしょう。 

ステップエクササイズでは、もっと息を吸いたいという感覚が中度か

ら強度になるため、子供か、普通に運動ができる大人に適していま

す。ステップエクササイズをするか、もしくは長い間息を止めて歩くと、

呼吸不足感が強くなるのでより早く効果が得られます。 

 

ステップエクササイズは、次のように行います； 

• 少し息を吸い、少し息を吐く。 

• 鼻をつまんで息を止める。 

• 息を吸いたいと強く思うまでできるだけ歩く。 

• できるだけ長く歩くようにして呼吸不足を増やすようにする。もち

ろん、やりすぎないように！ 

• 呼吸を再開するときは、鼻呼吸のみで、呼吸をすぐに正常に戻

すようにする。 

• ステップエクササイズが終わった直後の一呼吸は、通常よりも

大きくなるでしょう。その後の 2 回目と 3 回目の呼吸をなるべく

抑えるようにして、できるだけ早く呼吸を元に戻す。 

• ２，３回呼吸をすれば回復することができるはずです。もしでき

ない場合は、息を長く止めすぎたということです。 
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息を止めて何歩歩いたかを数え、それをステップエクササイズのスコ

アとして記録します。毎日、前日のスコアと比べるとどれだけ進歩が

あったかがわかります。進み具合がわかるように、この本の後ろにつ

いているスコアシートを使用してください。 

ステップエクササイズでは、かなり呼吸不足になるまで息を止めるよう

にするのですが、苦しすぎるようではいけません。 

全ての呼吸法と同様に、ステップエクササイズも空腹時に行います。

初めの数週間はステップエクササイズを 20 回、毎日繰り返し行うこと
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を目標にします。 （例えば、ステップエクササイズを 6～10 回を、2 

～3 セット行う。巻末にある日記に記録を付ける） 

また、それに加えて、一日中呼吸を意識するようにします。 

ここでの目標は、スコアを毎週 10 歩以上増やすことです。時々、ス

コアののびが停滞するかもしれないが、数週間後にスコアはまた上

がりはじめます。 

何年も前になるが、ステップエクササイズの歩数とＣＰの相関関係を

比較したことがあります。これは大部分の人に見られる効果です。一

例として、子供でも大人でも一貫してステップエクササイズの記録が

60 歩に到達するまでは、継続した咳や喘鳴が出て運動によって誘

発される喘息が起こります。60～80 歩向上すると主要症状は消える

ものの誘発因子があると症状を引き起こす可能性があります。目標

は、息を止めて 100 歩歩くことができるようになることです。これを達

成するには数週間かかるので、わずかの間でできるようになろうと思

わないこと。可能な範囲でステップエクササイズを行い、やりすぎな

いように気を付けてください。喘鳴や咳の発作を起こしている場合は、

呼吸をリズムを崩してしまうのでステップエクササイズは行わないこと。

代わりに、何度も少しの間だけ息を止める呼吸法（エクササイズ 6）を

行ってください。 

 

下の表で、進み具合を確認してみてください。 
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ＣＰが 10 秒であれば、ステップエクササイズのスコアは 20～40。ＣＰ

が 40 秒の場合は、ステップエクササイズのスコアは 80～100 歩だろ

う。ＣＰとステップエクササイズの歩数の比較は、子供より大人の方が

正確です。 

ＣＰが 40 秒以上かステップエクササイズのスコアが 100 歩以上であ

れば、喘息症状はないという意味です。 

ステップエクササイズを行うだけでは十分ではありません。一日中、

少し～中程度のもっと息を吸いたいという感覚があって、落ち着いて

穏やかな呼吸を確保することがとても大事です。 
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エクササイズ 6 何度も少しの間だけ息を止める

呼吸法で喘息や喘鳴を止める 

www.ButeykoDVD.com でこの章のビデオを無料で見ることができま

す。 

この呼吸法は誰にでも適しています。特に、高齢者や重度の喘息、

肺気腫またはパニック発作やストレスを抱えたとき、喘息発作が起こ

ったときにも適しています。ペーパーバッグ法(過呼吸に陥ったとき

紙袋を口と鼻を覆って呼吸する)より酸素のレベルを保つのに有効で

す。 

この何度も少しの間だけ息を止める呼吸法は、1 日に何度でも行え

ます。実際に、重度の喘息を持つ人や肺気腫の人は、日中も夜もこ

の練習を行うこと。高齢者にも適している穏やかな呼吸法にもかかわ

らず、症状を劇的に軽減することができます。 

症状（発作）を減らすための何度も少しの間だけ息を止める呼吸法 

 

3～5 秒間の、少しの間の息止めを何回も行うこと。 

• 息を吸って、吐いて止める 

• 3～5 秒間、息を止める。呼吸が荒くなって乱れる可能性がある

のでそれ以上は止めないこと。息を止める時間は、ＣＰの半分

の時間内であること。（例えば、ＣＰが 4 秒の場合は 2 秒だけ息

を止める） 

• 息止めが終わった後、10～15 秒間、普通に呼吸をする。この

時に呼吸を妨げないこと。 

• 症状がなくなるまで、少しだけ息を止めて、その後 10～15 秒普

通に呼吸するという呼吸法を続ける。 

一般に喘息発作は呼吸困難の一部であり、前兆なしには起こりませ

67 

http://www.buteykodvd.com/


ん。多くの場合、徐々に気道が狭くなり、鼻詰まりが増え、または喘

鳴などが始まります。こうした初期の発作症状が起こったときは、すぐ

にこの何度も少しの間だけ息を止める呼吸法を行うと非常に効果が

あります。 

とても重要なこと：薬を服用すること 

この呼吸法は、症状の初期段階に行う場合のみ、喘息を軽減するこ

とができます。発作が 5 分以上続き、特に普段のＣＰ―「楽に息を止

めていられる時間」が 20 秒以内な人の場合は、呼吸法で呼吸をコ

ントロールすることはさらに難しくなるでしょう。 

発作が 5 分たっても続いて起きている場合に薬を服用すること。（重

度の発作が起こった場合はすぐに薬を服用すること）。5 分経っても

薬の効果が出ない場合は、直ちに医師の診察を受けるようにするこ

と。 

とても重要なこと：これら呼吸法は、普段の治療と併せて行うもので

す。毎日の予防内服薬を続け、必要に応じて発作治療薬を服用す

ることはきちんと守ってください。 

パートＢ．咳の発作を止めるための何度も少しの間だけ息を止める

呼吸法 

喘息症状の一つに咳がある。この咳は一般に思われているような

“ 痰を伴う咳”のようなものではありません。喘息の咳は体にストレス

を与え、嘔吐、肋骨が折れる、あるいは他の症状を引き起こす可能

性さえあります。よって肺から粘膜を吐き出したいときは、呼吸法 1

または 6 のどちらか自分の合う方を行うようすれば良いでしょう。 

他の人よりも咳の発作が起こりやすい人がいます。問題は一回でゴ

ホンと終わる咳ではなく、止めるのが難しい咳が発生することです。

咳の発作は、夜間か早朝に頻繁に出る傾向があります。頻繁に出る

咳は呼吸を非常に乱します。 

これまで、1 日の大半は咳をして過ごす何百人もの患者を診て来た

が、ほとんどの咳の原因は呼吸のしすぎからでした。呼吸を正し、Ｃ

Ｐを長くするようにしたら、咳をなくすことができました。湿った咳、乾

いた咳など咳の種類や、真夜中、話している時、ほかのどんなアクテ
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ィビティーしている時など、いつ咳が出るかということに関わらず、咳

の頻度と長さは、ＣＰが長くなることで改善していく。朝に測定するＣ

Ｐが 20 秒か、ステップスコアが 60 歩以上になるまでは頻繁に咳が

でることでしょう。朝のＣＰが 40 秒、またはステップスコアが 80～100

歩になるまでは、誘発因子があると症状が出てしまうでしょう。 

咳のサイクル： 

咳が出る直前に息を大きく吸ってから強く息を吐き出すのが咳です。 

この無理に吐き出された呼気は、呼吸量を増やしてまた新たな咳を

起こす原因となります。このサイクルが始まると、息を大きく吸い、咳、

無理に息を吐き出す、といった悪循環がメリーゴーランドのようにグ

ルグルと続くのです。 

 

以下の方法によりこのサイクルを止めることができる： 

• 咳を抑え、咳をまったくしないようにする。のどがくすぐったくな

る感じがするかもしれませんが、しばらくすれば、咳をしたいと

いう衝動は減ります。息を飲み込むか止めるとその衝動を抑制

できます。 

• 肺から無理に粘液を吐き出そうとしないこと。粘液は、気道を保

護する役割があり、二酸化炭素の損失に対する体の防衛反応

の一部でもあるのです。呼吸を乱して無理に粘液を吐き出そう

とすると、さらに粘液を増やすことになります。 

• かわりに呼吸を減らすか、息を止めると気道の拡張により、自然

に粘液が自ら出てきます。粘液が出たら、飲み込んで胃の酸に

よって害なく溶解させるか、または可能であれば吐き出します。 

• それでも咳がでる場合は、口を閉じて、鼻からのみ咳をするよう

すること。 

覚えていてほしい主要ポイントは、大きな呼吸をし、無理に息を吐く

という咳を構成する行為が、咳のサイクルを長引かせてしまいます。

これを意識するだけでも発作を減らすことができます。 

つまり、咳をすればするほど、さらに咳が出てしまう、ということなので
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す。 

 

 咳の発作が治まるまで、何度も少しの間だけ息を止める呼

吸法を行うこと。特に咳が続いている間は時間がかかるかも

しれませんが、この呼吸法は、咳のでる時間を大幅に短縮し、

経口ステロイドの必要性も減らせるということがわかるでしょう。 

私のクリニックでは、多くの患者さんがこの呼吸法で咳の発作を止め

ることができました。意図的に咳を落ち着かせて抑えようとする努力

が重要です。発作の間は、咳をコントロールするために何度も少しの

間息を止めるようにすること。 

警告 

ぜーぜーという喘鳴の発作と同様に、重度の発作を起こしている場

合は、直ちに薬を服用してすぐに医師の診察を受けること。 
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第 4 章 

生活様式; 睡眠と食事    

www.ButeykoDVD.com でこの章のビデオを無料で見ることができま

す。 
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睡眠 

ＣＰ－「楽に息を止めていられる時間」が短いということは、呼吸が大

きいということですが、これは次に上げた多くの睡眠に関する症状の

原因ともなります。次のうちいくつあなたに当てはまるでしょうか？ 

• いびき 

• 睡眠時の無呼吸 

• 睡眠障害 

• 悪夢 

• 喘息の症状（午前 3 時 ～午前 5 時の間） 

• 午前 6 時頃にトイレに行く必要がある 

• 子供のおねしょ 

• 起床時のだるさ 

• ドライマウス(口腔乾燥) 

• 起きている間の症状－鼻詰まり、喘鳴（ぜーぜーという呼吸）、

咳、息切れ 

過去 50 年に渡り、いびき、睡眠時の無呼吸、不眠症といった睡眠に関連

する問題を抱える数千人の人々に、ビュテイコ呼吸法は効果的に応用され

てきました。呼吸のしすぎが主な要因であるので、こうした同じ問題が喘息

患者に共通していることは当然なことなのです。（詳しくは、パトリック・マキ

ューン著“Sleep with Buteyko”（ビュテイコ呼吸法と睡眠)参考にしてくださ

い） 

 

 

いびきの原因は、必ずしも気道が小さすぎることだけではなく、おそらく呼

吸量が大きすぎるためであることのほうがむしろ原因なのです。いびきには

2 つの特色があります。第一に、単純なタイプの、口からの大きい呼吸が、

軟口蓋に振動を起こすもの。第二に、鼻からの大きい呼吸が、上咽頭と中

咽頭に乱流を起こし、吸気の流れを制限する原因になるタイプのものです。 
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いびきがひどい人の呼吸を見て聞いてみてください。確かにすごいです。 

 

閉塞性睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が停止することです。一

時間に 5 回以上無呼吸が起こっている場合は、臨床上重大な問題とされ

るものです。口呼吸と大きな呼吸は、睡眠時無呼吸症候群の主な原因で

す。(その研究については www.Snoring.ie で） 

 

不眠、いびき、睡眠時無呼吸をなくして、朝起きたときに活力にあふれる、

深くリラックスした睡眠を得るには、以下の解決法を適用してください； 

 

解決法: 

• 「楽に息を止めていられる時間」は長いほうが良い。 

• 寝る前の 15 分間のリラクゼーションで、無理のない呼吸不足に

なるようにしながら呼吸を減らすようにすると、途切れない深い

睡眠を得ることができます。 

• 食べ物を消化することは呼吸を増やすので、寝る 2 時間前に

は何も食べないこと。 

• 涼しい（ただし、寒くはない）寝室が最適です。寝室には暖房は

ない方がよく、布団や寝具も温かすぎないようにすること。温度

が高いと呼吸が増えるためです。また、風通しがいい方が良い

です。 

• 仰向けで寝ないこと。代わりに体の左側を下にするか、うつ伏

せで寝ること。仰向け寝は呼吸が制限されなくなるので最も悪

い。呼吸が一番制限される体の左側を下にして寝ることが一番

好ましい。 

• 夜、寝ている間には必ず口を閉じるようにする。 
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より良い健康のため；夜間は決して口呼吸しないこ

と。 

 

夜寝るときに口にテープを貼る； 

大人と年長の子供は、軽く唇を合わせて紙テープを貼ることを勧め

る。紙テープ薬局で購入することができます。おすすめなのは 3M

のもので適切なサイズ幅は約 2.5cm だ。テープを横に貼って口を塞

ぐ。横に貼れない場合は縦に貼るようにする。テープを口に貼る前

にどちらか先端を折るようにすると、朝簡単にはがせます。夜にテー

プを貼って寝ることは、質の良い睡眠を得るには欠かせないもので、

起床時の活力レベルを高めることができます。実際に、夜間に口を

閉じて寝るだけで、前述の全ての症状に大きな効果があります。た
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だ、5 歳未満の子供に口をテープで貼って寝ることは適していませ

ん。 

また大量のアルコールを飲んだとき、吐き気を感じるときも、口にテ

ープを貼ることはやめてください。 

口がテープでふさがれていると考えるだけでもパニックになる人がい

るかもしれません。寝る前の 30 分間テープを口に貼っておくといい

かもしれません。これでテープを貼った状態に慣れ、不安を克服で

きるでしょう。テープを貼り始めて数日間は、少し変な感じがするかも

しれません。寝ている間にテープはがれてしまうこともありますが、少

なくとも何時間かは鼻呼吸ができたということになるので有効です。 

どのくらい時間がかかるかは個人差がありますが睡

眠時の呼吸が、なんとか鼻呼吸に切り替わるまでテ

ープを貼り続けること。 

 

鼻詰まりがある場合、どうするか； 

軽度の鼻の症状; 

寝る前に鼻が少し詰まっている場合には、前述の通り、鼻詰まりを解

消する呼吸法を行ったり、生理食塩水で鼻を洗うことにより鼻の通り

をよくしてから就寝しましょう。テープを貼っている間は鼻が完全につ

まることはありません。夜間、テープを貼りながらも大きい呼吸をして

いる場合は、鼻が部分的に詰まってくるでしょう。これは、呼吸のしす

ぎを防ぐための身体の防御機能です。また一方、鼻が部分的につま

ると体中の二酸化炭素レベルが上がり、これが鼻詰まりの改善の助

けになります。また過呼吸を続けると鼻はまた部分的にふさがってし

まいますが、これによって、二酸化炭素レベルが再び上がるので、い

ずれ鼻詰まりは解消されるのです。鼻が完全に詰まってしまう場合

は、口呼吸をしているときだけだということを覚えていてください。 
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重度の鼻の症状; 

重度の鼻詰まりがある場合は、次のすべてを行うこと; 

• 寝る前に 30 分間、呼吸を減らす練習をする（ステップエクササ

イズが適するようであれば 10 回で十分です）。 

• 前述の通り、海塩と水で鼻を洗い、口にテープを貼ること。 

• 他の方法に、鼻孔拡張テープ、ブリーズライトか、それに似た商

品のテープを鼻につけて寝ること。 

• 口にはテープ、鼻には鼻孔拡張テープを貼ると見た目は悪い

かもしれないが、ずっと楽になるんでるから！ 

ブリーズライトはほとんどの薬局で購入することができ、鼻詰まりに良

く効きます。プラスチック製の鼻孔拡張テープで、鼻の外側に貼ると

鼻腔を拡張できます。鼻孔拡張テープは一時的な措置で、そのうち

鼻詰まりが良くなれば口にテープを貼るだけで口を閉じていられるよ

うになるので、鼻用のテープの必要はなくなります。 

多くの口呼吸の人が経験する朝のすっきりしない気分とは対照的に、

はるかに良い睡眠を得ることができ、朝起きたときの活力も上がるで

しょう。 

 

食事 

食事に関しての二つの側面 

 全ての食べ物(食べるという行為)は呼吸を増やすので、食べる

量に注意すること。空腹時のみ食べるようにし、満足すればそ

れ以上食べない。 
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ＣＰ－「楽に息を止めていられる時間」―が 15 秒未満の場合、いつ、

どのくらい、何を食べているかに特に注意すること。呼吸法のトレー

ニングを始めると、新陳代謝の変化に応じて食欲が大幅に減ってい

ることに気付くかもしれません。食欲が減ると無理なく体重も減ってく

るでしょう（もし不要の体重があるならのことですが…） 

ＣＰを早く向上したいときは、食事量を減らす 

 特に呼吸を増やす食べ物は、加工食品や動物性タンパク質な

どの“消化が悪い”食品です。これらは砂糖、紅茶、コーヒー、

精白パン、牛肉、豚肉、乳製品などです。 

 

加工食品； 

1930 年代、ウェストン A.プライスという歯科医が、先住民のグループ

が西洋の加工食品に食事を変えるとどうなるかという興味深い調査

を行いました。スコットランド沖のヘブリディーズ諸島に住むゲール
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語を話す人々は、伝統的な少量の海産物とオートミール（麦のおか

ゆ）の食生活から、「エンジェルフードケーキ（天使の食べ物と呼ば

れるケーキ）、白パンや多くの精白小麦粉を使った食品、マーマレー

ド、缶詰の野菜、加糖のフルーツジュース、ジャム、砂糖菓子」など

の現代の食生活に変えたところ、一世代目の子供たちは口呼吸を

するようになり、文明病(物質文明の発達にともなって生ずる病気)に

対する免疫力は激減しました。1 

先住民の伝統的な食事には、必要最低限の栄養の 4 倍の栄養が

含まれているのに対して、現代の食生活は最低限の栄養条件も満

たしていないことが分かった。 

口呼吸になる子供たちが多いという事実は、現代の食生活と慢性的

な過呼吸のつながりを明らかに示しています。大きく呼吸をする必要

のある子供は、呼吸のときに口を開けるので、それが健康に深刻な

悪影響を及ぼしています。 

加工食品は、粘液をつくり出し、酸性です。人類の進化の途中過程

における食生活は、アルカリ性 95％と酸性 5％であった。今日、この

比率は全く逆となり、酸性 95％アルカリ性 5％である。乳製品、肉、

パン、砂糖、コーヒー、紅茶などの酸性食品は粘液を作り血液が酸

性になる。体は正常な pH を維持しようするために、呼吸で二酸化炭

素を取り除こうとする（二酸化炭素は酸性）。 

ほとんどの果物、野菜、水がアルカリ食品です、呼吸にやさしい食品

です（喘息患者の中には、柑橘系の果物にアレルギーがある人もい

るので注意すること）。 

 

食物不耐性・過敏； 

あなたの食物不耐性の食べ物を食べると、「楽に息を止めていられ

る時間」が短くなるでしょう。喘息患者に共通の食物アレルギーを引

き起こす食品は、チョコレート、牛乳、卵、チーズ、クリーム、小麦、ク

エン酸、赤ワインである。 

私の経験上、一番症状がひどく出る食べ物はチョコレートですが、残

念なことにチョコレートが好きな人が多いようです。チョコレートを食
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べた直後に症状は出なくても、その日の遅く、または翌日に症状が

出ることがあります。チョコレートを食べたいという衝動があるというこ

とは、ミネラルのマグネシウムが不足しているという証拠です。クエン

酸マグネシウムを数ヵ月摂取するとチョコレートを食べたいという衝動

がなくなるでしょう。また、クエン酸マグネシウムは、天然の気管支拡

張薬なので、気管支の問題に非常に有用なミネラルです。経口ステ

ロイドを使用している場合、マグネシウムとカルシウムを補給すること

は不可欠です。マグネシウムは、カルシウムの働きを確実にするため

に欠かせない存在です。 

食物アレルギーがあるかどうかを知るには、何を食べると胸が苦しく

なるかに注目してみることです。例えば、コップ一杯の牛乳か赤ワイ

ンのグラスを何杯か飲んだ後に胸が苦しくなったり、痰や鼻水などの

粘液が絶え間なく出ることはないでしょうか？ 

食物アレルギーの原因となる食べ物を食べた直後に、すぐに症状は

出ないかもしれませんが次の日に出る可能性があります。こうした食

品は副鼻腔にも大きな影響を及ぼします。もしグラス一杯の赤ワイン

やチョコレートバーが大好きな場合は、それを食べた後の胸の苦しさ

を考えると食べるだけの価値がどれほどあるでしょうか？ 

何人もの喘息患者を観察してきた私の考えでは、約 50％の人が乳

製品に対してアレルギーがあります。骨粗しょう症のリスクを防止する

ためには、十分に水を飲み、ウォーキング、ジョギングなどの体重負

荷運動（足や下肢に体重がかかる運動）を行い、緑黄色野菜をたく

さん食べること。これは、中国などの、牛乳をほとんど消費しない

国々では、骨粗しょう症がほとんど起こっていないことからもわかりま

す。実際、牛乳を大量に摂取する欧米諸国では、東洋の国と比べて

逆に骨がもろいのが一般的です。野生動物には、骨粗しょう症の問

題がなく、どの野生動物も離乳後はミルクを飲みません。どうしてで

しょうか? 

 

食生活とＣＰ 

果物、野菜、魚、鶏肉、ポリッジ（水または牛乳でオートミールなどを

煮た粥状のもの）、水をよく含む食習慣は、ＣＰを伸ばすのに役立ち
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ます。生の食べ物のほうが火を通したものよりも呼吸に良い。  

過度に加工された食品、高タンパク質の食品、食物アレルギーを引

き起こす食品などの質の悪い食生活では、呼吸量を増やし、ＣＰも

短くなる。大きな利益を生む加工食品は頻繁に宣伝されています。

大雑把に言うと、宣伝が大きければ大きいほど、その食品はより加工

されているということです。ほとんど栄養価がない代わりに過度のチョ

コレートや砂糖を含んでいる加工品で、罪のない子供たちを苦しめ

ている大手の朝食シリアル製造会社の宣伝に目を光らせていてくだ

さい。 

体に良い食べ物を食べることに加えて、毎日十分な量の水を飲むよ

うにすること。どれだけ水を飲む必要があるかは、外の気温、運動量

や食事の量などの多くの要因によって変わります。おそらく尿の色が

体の脱水状態を最もよく示すメーターでしょう。正常であれば薄い色

です。もし濃い色ならば、水を飲む量を増やすべきというしるしです。 

食べたり、飲んだりしている時は呼吸が大きくなるのが普通なので、

呼吸にも注目するようにします。食事中も静かに鼻で呼吸するように

します。食事に招かれたゲストもその方が嬉しいことでしょう！ 

こうしたことをふまえると、呼吸を減らすことに加えて食生活を変える

ことも喘息を上手くコントロールするのにとても大事だということです。 
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第五章 

 ニーズに合わせてビュテイコ呼吸法をカスタムメ

イド 

www.ButeykoDVD.com でこの章のビデオを無料で見ることができる。 

To know even one life has breathed easier because you have lived. 

（たった一人でもいいから、私の存在によって 心が安らいだ人がい

るということを知ること） 

This is to have succeeded. 

（それができたら、人生は成功だったと言える） 

ラルフ・ワルド・エマーソン（Ralph Waldo Emerson） 1803－1882 
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あなたの今現在の健康状態、ＣＰ、好みの運動をもとにあなたに合っ

たプランを立てましょう。 

もし； 

A   体調不良、高齢、またはＣＰが 10 秒未満の場合； 

• 夜間を含め、常に鼻呼吸する。 

• 上体を起こした姿勢で寝ると症状が緩和するでしょう。 

• 大きい呼吸のままで 6、7 時間連続して寝ると、ＣＰが短いまま

で向上しません。なので 2〜3 時間毎に目覚まし時計を設定し、

睡眠を中断する。夜間に起きたときは、少しの間だけ息を止め

る呼吸法を何度も行うと呼吸をコントロールすることができます。 

• 常に穏やかな呼吸をするように心がける。 

• 話しすぎや、呼吸を増やすような行動も避ける。 

• 食事は少量で軽めに。 

• 体を動かすときは、呼吸のコントロールができなくなるまで無理

をしないこと。例えば、起きたときにはゆっくりと寝返って起き上

がります。階段を上るときは、一段ずつ上るようにし、必要に応

じて何度でも休みながら上る。 

• エクササイズ 2(呼吸を減らす)と/またはエクササイズ 6（何度も

少しの間だけ息を止める呼吸法）を毎時間 10 分ずつ行い、自

分に適したエクササイズを選んでください。エクササイズ 2 を選

んだ場合、軽い呼吸不足の状態を最初から最後まで続けてく

ださい。2 でも 6 でもどちらも毎時間 10 分実行すれば、喘鳴や

咳、寝ている間の呼吸困難がぐっと減るのを保証します。 

• 毎日、花呼吸でゆっくり軽いウォーキングをする 

効果/向上はどれだけきちんとエクササイズを行ったかによります。 
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B.  子供またはティーンエージャー； 

• 鼻が詰まっている場合、鼻詰まりを解消する呼吸法を行う。 

• 常に鼻から呼吸する。 

• 喘鳴や咳が出るときは、何度も少しの間だけ息を止める呼吸法

を行うこと。 

• 症状がないときは、ステップエクササイズを毎日 18 回続けて行

う。 （理想的には朝食前に 6 回、日中に 6 回、就寝前に 6 回） 

• ステップエクササイズのスコアを記録し、毎週、10 歩ずつ増える

ようにすること。 

• 呼吸を減らすというコンセプトを意識し、週 7 日 24 時間いつで

も呼吸を静かにする。 

• 運動中に息を止めるようにする。 

子供がステップエクササイズを 80～100 歩できる場合は、それを維

持するだけエクササイズを続ければよいでしょう。例えば、ステップ呼

吸法を毎日 3 回繰り返して行うことで、数週間後にはステップエクサ

サイズで 100 歩歩ける状態を維持できるようになる。このステップエ

クササイズのスコアは毎週 10 歩ずつ上げるようにし、最終的に 80～

100 歩するのが目標です。 

以下は、子供のステップエクササイズの進め方の一例である； 

1 週目：26 歩 

2 週目：35 歩 

3 週目：47 歩 

4 週目：60 歩 

5 週目：69 歩 

6 週目：80 歩 

7 週目：80 歩  

8 週目：70 歩 
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9 週目：80 歩 

10 週目：100 歩 

一度高スコアに到達すればそれを維持することは比較的簡単です。

達成できるかどうかは子供がどれだけ呼吸を意識しているかによりま

す。例えば、もし一日中、呼吸をあまり意識せず、頻繁にため息をつ

き、荒い呼吸や口呼吸で大きな呼吸運動をしているとすれば、ステッ

プ呼吸法のスコアが上がるには時間がかかります。このような状況の

ときには子供に「常に正しい呼吸、ABC(Always Breathe Correctly)」

を継続して思い出させると良いでしょう。 

子供のステップ呼吸法のスコアが下がっていることに気づいたら、日

中にステップ呼吸法を練習する時間をさらに増やす必要がある。ス

テップ呼吸法のスコアが 60 歩以下に下がった場合は、全ての喘息

の症状はいつでもぶり返すことを覚えておくこと。 

もう一つの効果的な方法は、運動中に息止めを行うことです。例えば、

ウォーキング、トランポリン、ランニング、乗馬、何であれ子供が好きな

運動をしているときに息止めさせるようにします。運動中は、息苦しく

ストレスにならない程度に、できるだけ長く息を止めるようにします。

息止めを終えた後呼吸はできるだけ早く落ち着けるようにしなければ

なりません。 

子供に、呼吸を減らすこととステップエクササイズの考えをうまく説明

することができない場合は、私の子供向け著書で物語形式になって

いる”ABC to be Asthma Free’（喘息フリーABC）”をお勧めします。

カラーの絵本で、お子さんに分かりやすく出来ています。 

 

C.   とても忙しい大人の場合は； 

• 朝起きた瞬間から呼吸を減らすこと。例えば、数分間ベッドに

横たわったままで呼吸を減らし、呼吸不足になるようにする。 

• シャワーを浴びる間や髪を洗っている間に、息を吐いた後に息

を止めるようにし呼吸不足を強くするようにする。 

• 職場まで歩く間に息止めを行う。 
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• 仕事中に歩く場合は、短い息止めと長い息止めの両方を行う。 

• 昼休みの間に 20 分間歩く。歩いている間に何回も息止めを行

う。 

• 注意事項に当てはまらなければ、毎日、ステップエクササイズを

20 回繰り返す。 

• 仕事から帰宅後、テレビを見たり、読書などをしている時にも呼

吸を減らす。 

呼吸を減らすことや他の様々な呼吸法に、一日合計 90 分費やすの

が理想です。呼吸を減らすのに一番良い時間帯は、朝一起床後と、

日中、就寝前です。 

ＣＰを毎週 4 秒、長くできるように、呼吸に十分に注意しましょう。週

ごとＣＰに変化がない場合は、さらに呼吸を意識し、毎日決まった時

間をつくって日常的に呼吸法を行うようにします。 

何年も前の話ですが、私のワークショップの一つに参加した大工さ

んは、忙しくてどの呼吸法も実行する根気がないと思っていました。

大工さんに、通勤の運転中に呼吸を減らし、建築現場を次々と移動

するとき、足場を上るとき、材木を切るときなどに、もちろん口を閉じ

たままで、鼻で息を吐いた後に息を止めるようにしてくださいと言い

ました。さらに、テレビを見ているときや、1 日の間でいつでも思い出

したときに呼吸を減らすようにとも言いました。 

1 週間後その大工さんがワークショップに戻ったときは、ＣＰが 12 秒

から 23 秒とほぼ２倍に長くなり、咳は止まっていました。 
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あなたには二つの選択肢があります 

ＣＰ—楽に息を止めていられる時間—を長くする努

力をする 

もしくは 

残りの人生を、症状で苦しむという事です 

 

どのくらいの向上が望めるか？ 

進歩するかどうかは、一日のうち、どれだけ呼吸を意識しているかに

よります。呼吸を正そうと意識し、ＣＰを長くしようと努力すればより向

上する。 

覚えておくこと： 

 ＣＰが長くなれば、健康状態は良くなる。 

 ＣＰが短かくなれば、健康状態は悪くなる。 

 

ＣＰを長くするには二つの方法しかありません。 

1. 呼吸を減らす 

2. 運動量を増やす（ＣＰが短い場合は、注意して行うこと） 

一般的に初めの数週間に多くの人に大きな進歩がみられます。うま

くいく日といかない日は、ばらばらでありますが、呼吸法を継続すると、

時間と共にとてもうまくいく日の数が増えます。うまくいかない日の状

態は、ビュテイコ呼吸法プログラムを始める前の喘息の状態に似て

いるでしょう。うまくいかない日が数日続く場合は、できるだけ呼吸を

減らして過ごすこと。少しの間だけ息を止める呼吸法を 1 日 500 回

程度行います。初めはこうした呼吸法の練習に多くの時間を費やさ

なければなりませんが、数ヵ月も経てば十分に効果をもたらします。 

この呼吸法は、比較的早く効果が得られるものですが魔法の治療で

はない。今どんな症状があるかは、ＣＰ値によります。正しい量の呼
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吸を理解し、実際にできるようになれば、ＣＰは毎週 3 秒から 4 秒長

くなっていくでしょう。 

ＣＰが 20 秒未満である間は、日々喘息の症状があるだろう。起床時

のＣＰが 20 秒から 40 秒になれば、誘因物質にさらされたときだけ喘

息症状が出ます。ＣＰが 6 ヵ月間 40 秒を保ててからこそ症状はなく

なります。 

 

症状の程度は、ＣＰに比例します。ＣＰが長くなれば症状は減ってい

くので、まだ症状が出るようでもがっかりしないでください。ＣＰが短

い間は、症状を避けることはできません。続けて呼吸を減らすように

してこの本で紹介した様々な呼吸法を実践することです。 

数週間、呼吸法の練習を行った後、ＣＰが 20 秒になったあたりで、

健康状態やＣＰの改善がこれ以上見られないという停滞状態に陥る

かもしれません。これは、どれだけ呼吸を減らすエクササイズに時間

を費やしても起こり得ることです。ＣＰを 20 秒から 40 秒に上げる一

番の方法は運動することです。それでも頑固に変化がない場合は、

食事の量も減らせば、ＣＰは長くなるでしょう。 

喘息を誘引する共通の物質に、動物のふけ、鼻風邪、寒さ、タバコ

の煙、湿気、チリダニ、運動、笑い、カビ、花粉、空気汚染、強い匂

いなどが上げられるが、これらは喘息の原因ではありません。これら

はきっかけになる引き金なだけなのです。呼吸が正しく、ＣＰも長く、

組織や臓器に十分に酸素供給が行き届いている場合は、こうした誘

引となる物質はほとんど問題とはならないでしょう。 

よくご存知の通り、喘息の症状には、息切れ、喘鳴、咳があります。

どの症状も呼吸量を増やし、大きい呼吸がさらに症状を悪化させま

す。症状が多ければ呼吸は大きくなり、呼吸が大きいほど症状が増

えるという悪循環が起こります。このような理由から、ＣＰが短い場合

は、喘息の誘引となる物質を避ける方が良いでしょう。 

まれに、呼吸は減っているものの進歩が見られないと言う患者さんが

います。ＣＰがうまく伸びず、喘息の改善が見られないと言うのです。

私は、こういうとき、その原因を徹底的に突き止めます。再びその患
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者さんたちを診察したときに、患者さんが私と話すときの呼吸を観察

すると、呼吸の音が聞こえるほど大きい呼吸をしていました。問題は、

本人がそういう呼吸をしていることに気づいていないということです。

つまり常に呼吸を意識するように。そうでなければ改善は最低限しか

得られません。 

 

ビュテイコ呼吸法はすべての人に効果があるのでしょうか？ 

呼吸の修正の成功率は 90％です。本人の努力次第であることを考

慮すると大変高い数値といえます。これまでにどんな治療法も最も成

功した医療薬でさえも成功率 100％ということはありません。 

慢性的な過呼吸の概念を理解し、対処し始めた人なら誰でも効果を

得ることができるのです。これまでに世界中の多くの人からとても良

い効果があったとメールをいただいています。 

呼吸量の修正は、喘息だけに有用なのではありません。脳を含む臓

器や組織に、より酸素が供給されるようになります。活力が出て、平

穏になり、集中力が増し、運動能力も向上します。 

人間誰もが、気分よく、活動的に人生を過ごせることを願っています。 

ＣＰの短い人は、ライフレス―(活気がない状態)です。頭がぼんやり

として、疲労、いびき、不眠、ストレス、咳、喘鳴、息切れ、不安神経

症などに結果的になります。慢性的な過呼吸が、高血圧、狭心症、

糖尿病などの深刻な病気を引き起こす可能性があるということは言う

までもありません。 
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結論 

この本を読むこと自体が、これからの喘息の状態を永遠に変えるた

めの一歩を踏み出したことになります。時間がかかることなので忍耐

強く。決心したら辛抱強く頑張ってやり抜いてください。意識を持ち

続けて呼吸をきちんと観察するのが必要になります 

よく、喘息改善をうたった治療法や治療の多さに驚きます。私の経験

上、どれもこの本に書かれる内容から得られるような結果は得られま

せん。また、公害、衛生仮説、マーガリン、木、ミミズなどは要因では

なく、喘息の原因となるのでもありません。慢性的な過呼吸が喘息を

引き起こすのです。でも、ただ私の言うことだけを信じるのではなく、

あなたの呼吸に注意を向けることで何が起こるかを実際に体験して

ほしいのです！ 

GINA（ぜん息のためのグローバルイニシアティブ）と全国の喘息学

会（Asthma Societies）に慢性的な過呼吸と喘息のつながりを研究す

るように嘆願したい。そのつながりを知ってこそ非常に大きな医療の

前進となるのです。 

最後にこの書 Close Your Mouth ― 口を閉じて、呼吸を整える 

― をお友達、ご家族、お知り合いで役に立てていただける方がい

らっしゃったら、どうぞこのとても役に立つテクニックを教えてあげてく

ださい。 

また、ビュテイコ・クリニックへ質問、ご意見などがありましたら、私に

直接メールしてください。patrick@buteykoclinic.com  パトリック・マキ

ューン 

(日本国内連絡先:伊藤千佳子 buteykojapan@gmail.com)  
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付録 1 

薬剤について：注意すること 

喘息の管理において、薬での治療は非常に重要である。ここで紹介

する薬剤に関する情報は、薬の使用を懸念する患者から正規に受

けた質問に基づいている。まず始めに指摘したい点は、いかなる状

況でも医師との相談なしに処方された薬を変える、または減らしては

いけないということだ。 

喘息の薬は主に 2 つの種類に分けられる；発作治療薬（気管支拡

張剤）と予防薬（ステロイド）である。 

 

発作治療薬（気管支拡張剤） 

発作治療薬は、さらに短時間作用性と長時間作用性に分けられ、灰

色、緑、青の吸入器である。短時間作用性は、必要なときだけ吸入

し、3～4 時間効果が続く。 一般に処方される短時間作用性の発作

治療薬は、アルブテロールまたはサルブタモールを含有するベントリ

ンとプロベンティルである。 

長時間作用性の発作治療薬の吸入薬、セレベント、スピリーバ、オ

キシスとフォラディルは、定期的に使用するもので約 10 時間効果が

継続する。 

予防薬; 

予防薬は、主にステロイド薬がベースであり、常に医師の指示に従

い使用しなければならない。予防薬は、赤、茶色、オレンジ色の吸

入器である。一般的な予防薬には、フルタイド、アズマコート、ベコタ

イド、パルミコート、キュバール、フローベント、アズマネックス、エアロ

ビッドがある。 

配合薬; 

配合吸入薬は、2 種類の喘息治療薬を含む。例えば、アドエアという

吸入薬は、予防薬のフルタイドと長時間作用性の発作治療薬セレベ
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ントを含有する。他に人気の配合吸入薬には、シムビコートがあり、

予防薬であるパルミコートと長時間作用性の発作治療薬のホルメテ

ロールを含有する。 

特定の細胞を標的とする薬剤 

ロイコトリエン拮抗薬は、炎症に関係する特定の細胞を標的とする経

口用錠剤であり新しい形の薬である。例としては、シングレア、アコレ

ート、ジレウトンがある。 

薬を評価してもらうために医師に行くときの指導 

私は、長年にわたって何千人もの喘息患者が、この本に書かれた指

示に従うことで、薬の必要性が減る、もしくは必要なくなる様子を見て

きた。処方された薬は、医師の指示においてのみ、変更しなければ

ならない。 

医師に喘息の薬の再評価をしてもらう前に、以下の基準を満たして

いることが必要である; 

1）  4 週間、「楽に息を止めていられる時間」が 20 秒以上であること。 

2）  4 週間、短期間作用性の発作治療薬を必要としていないこと。 

3）  4 週間、喘息症状がないこと。 

喘息治療薬の服用を一度に完全に止めてはいけない。これは大変

危険である。患者の状態に応じて徐々に変更していくべきである。 

喘息治療薬を使用すると、「楽に息を止めていられる時間」が長くな

るが、薬を少し減らすたびに「楽に息を止めていられる時間」は短く

なる。この点を考慮し、薬の変更を行う前に、「楽に息を止めていら

れる時間」が少なくても 20 秒でなければならない。例えば、「楽に息

を止めていられる時間」 が 13 秒の状態で薬を減らすことを決めた場

合、「楽に息を止めていられる時間」 は 10 秒以下に低下するので、

喘息の状態が不安定になる。 

また次に述べる、「ステージ（医師に薬の変更を相談する過程）」を

適応する場合、次のステージに進む度に、「楽に息を止めていられ

る時間」が 20 秒であること（3 つのステージについては次に説明す

る）。「ステージ」は、慢性的な過呼吸に対処することで、予防薬の必
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要性を減らすことができる患者のみに適応する。 

どのステージに該当するかは、どの薬を服用しているかによる。例え

ば、予防薬のみ服用しているときはステージ 3 に進む。シングレアと

アドエアやほかの同様の薬を服用している場合は、ステージ１から始

める。経口ステロイドを使用している場合はステージには該当しない。

最低でも 4 週間、「楽に息を止めていられる時間」を 20 秒に維持で

きるようになれば、医師か専門医に薬の再検討を相談することができ

る。 

ステージ 1 

喘息症状が全くなく、発作治療薬の必要もなく、4 週間、「楽に息を

止めていられる時間」が 20 秒以上である場合には、医師に次の変

更が可能か聞く； 

• スロフィリン、アコレート、シングレア、ジレウトンなどの併用薬を

減らすか止める。 

ステージ 2 

ステージ 2 に進む前に、全く喘息症状がなく、発作治療薬の必要も

なく、4 週間、「楽に息を止めていられる時間」が 20 秒以上になるま

で待つこと。それから医師に次の変更が可能か聞く； 

• セレベントにような長時間作用性の発作治療薬からから、ベント

リンかブリカニーへの切り替え。 

• 予防薬と長時間作用性の発作治療薬を含む配合吸入薬から、

単独の予防薬と短時間作用性の発作治療薬への切り替え。 

4 週間、「楽に息を止めていられる時間」が 20 秒以上であり、喘息症

状がなければ発作治療薬はずっと少なくてすむ。アドエア（セレタイ

ド）やシムビコートなどの配合吸入薬は、とても強力な発作治療薬で

ある。また配合薬なので、自分の要求に合わせて変更することはで

きないため、必要なければ薬の使用を止めてもいいかもしれない。

その場合は医師に、配合吸入薬を、予防薬と短期間作用性の発作

治療薬に分けてもらうように聞くことを勧める。下記の例を参照にして

ほしい。 
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アドエア又はセレタイドをフルタイドとベントリンに代える 

シムビコートをパルミコートとベントリンに代える 

ステージ 3 

予防薬と短時間作用性の発作治療薬を使用している患者が該当す

る。ステージ 3 に進む前に、喘息の症状が完全になくなり、発作治

療薬の必要性もなく、4 週間、「楽に息を止めていられる時間」が 20

秒以上になるまで待ち、医師に、予防薬から、希望する条件に徐々

に減らすことができるか聞いてみる。 

予防薬減量のためのガイドラインでは、「1 回の投与量を一度に 4 分

の 1 以上減らしてはいけない」とある。再び医師の診察を受けて、薬

の減量が可能か聞く前に、薬を少し減量するたびに、「楽に息を止

めていられる時間」が 4 週間、20 秒以上であり発作治療薬の必要が

なく、更に症状がでていない状態になるまで待つこと。 

1 日の用量 1,000 mcg から 0 mcg に減量する例は下記の通りであ

る； 

1,000 – 800 － 600－ 500 － 400 –300 – 200 – 100 – 0 

毎回薬を減らすたびに、呼吸を減らし、「楽に息を止めていられる時

間」が 4 週間、20 秒以上を維持できるまで待つこと。 

6 ヵ月間「楽に息を止めていられる時間」が 40 秒以上であれば、こ

の先も予防薬は必要なくなるだろう。「楽に息を止めていられる時間」

が 20 秒以上になれば主要症状はなくなるが、誘因物質が症状を引

き起こすかもしれない。 

短時間作用性の発作治療薬は、常に手元に置いておくこと。 

吸入ステロイド薬を増やさなければいけないときは？ 

喘息の状態が良くなれば、医師と相談して薬を変更することは良い

ことだが、「楽に息を止めていられる時間」がまだ短い、または慢性

的な呼吸困難がある場合は、ステロイドを十分取っていることを確認

することはさらに重要だ。 

「楽に息を止めていられる時間」が 10 秒以下であるか、または 1 日

に 3 回以上ベントリンを吸入する必要がある場合は、ステロイドが不
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十分だという証拠である。 

ステロイド欠乏を現すもう一つの兆候は、安静時の脈拍がここ 24 時

間以上で 100 以上であるときだ。この場合は、一般の開業医にステ

ロイド薬を再検討してもらうことを勧める。 

この状況では、息をしたいという欲求が強すぎるので、呼吸を正して

「楽に息を止めていられる時間」を長くするのが困難になるので、薬

を再検討してもらうように医師に診てもらうことを勧める。 

喘息の薬 －情報は与えられているか? 

長年にわたり、喘息治療薬に関しては多くの疑問が生じている。

1970 年に大量に処方されたフェノテロールと呼ばれる喘息用吸入

剤は、ニュージーランドと他の国で何千人もの喘息死亡の原因とな

った 1－3。ウェリントンの喘息の研究グループのリチャード·ビーズリー、

カール·バージェス、ジュリアン・クレーン、ニール·ピアースが、初めに

この驚くべき関連性を発見した。しかし発見が受け入れられる前に、

フェノテロールの製造元のベーリンガー・インゲルハイムと、更に驚く

ことにウェリントン医学学校の医学教授と 3 名の呼吸器内科医から

成る喘息に関する対策委員による大きな批判の対象となり妨害を受

けた。 

ベーリンガーは、必死になって豪華な国際会議を組織し、薬品を弁

護するための喘息の“専門家”を注意深く厳選し、宣伝資料の入っ

た分厚い封筒をニュージーランドのほぼ全ての医師、薬剤師、医療

記者に配布した。その資料には、表に加え、「フェノテロールの販売

と喘息死とに関連性はないということを主張する」情報が含まれてい

た。1 

最終的に、ニュージーランドの保健省は、フェノテロールに対して

「大幅に薬品の利用を制限する規制措置」を実施した。この規制措

置により、ニュージーランド市場からは事実上、フェノテロールが取り

除かれ、喘息死亡率が急激かつ顕著に減少したため、ニュージーラ

ンドでのフェノテロールによる喘息死流行のさらなる原因証拠を提供

する形となった。3 

医科の教授であるエヴァン・J・ベッグにより記述され、ニュージーラン
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ド·メディカル·ジャーナル（the New Zealand Medical Journal）に掲載

された論文の内容は次の通りである；「最終的に、これはニール·ピア

ース氏と彼の同僚、そして命を救われた喘息患者の勝利だった。ニ

ュージーランドの喘息に関する対策委員およびベーリンガー・インゲ

ルハイムの敗訴において、それぞれの行動は非難に値する。特に思

いがけない所から報告された内容であったことからも、新しい所見を

疑問視することは正当であるが、生命を脅かす関連性のある情報を

抑圧するために、積極的に権力や金を使うことは正当ではない。」2 

今日の喘息治療薬に関する引用文; 

喘息は 5 千年も続いている病気であるが、「19 世紀と 20 世紀では、

特に 1920 年以前では、多くの専門家の間では、喘息による死亡は

稀であると考えられていた。」4 

近年、事態は完全に変わっている；喘息は、過去 30 年間に急激に

増加し、毎年、数千人の子供や大人の命を奪っている。 

米国においては、推定で 2004 年に 3816 人、2005 年に 3857 人が

喘息で死亡した。5 英国では、2005 年に 1300 人が死亡した。6 世

界的には、毎年 18 万人が喘息で死亡していると推定される。7 

これは、現在の喘息治療に何か欠陥があるという事実を指摘してい

るのではないだろうか？喘息の研究に数十億ドルが投資されている

ので、年々、喘息の有病率及びその死亡率は減少するべきだが、

結果はその逆である。これは、世界中の喘息の学会など、この分野

に権威を持つ者には大変不名誉なことであり、成功とはとても言えな

い。 

私は薬物治療に反対ではないが、人生の大部分を喘息に苦しんだ

者として医学界には非常に失望している。子供の頃に多くの医師に

診察してもらったが、鼻で呼吸する方法や、呼吸のしすぎに対処す

る簡単な呼吸法の練習でさえ教えてもらったことがなかった。25 歳

になりこの呼吸法を偶然発見しなかったら、今の私の喘息症状がど

んな風であったかは神のみぞ知る状況である。薬はとても大切な役

割を担っているが、慢性的な過呼吸を正すことも同じく非常に大事

である！ 
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その上、多くの大衆向けの現代の薬は、注意すべき懸念はあるもの

の、それに気づいている人はほとんんどいない。例えば、治療薬で

あるアドエア（セレタイド）、シムビコート、セレベント、シングレアは、

全て米国食品医薬品局から健康被害への厳しい警告を受けている。 

薬において、最も精通した科学的医学臨床試験でさえも、時間枠や

母集団の標本により、結果が若干限定されたものとなっている。株主

を満足させるために製薬会社はできるだけ早く市場に薬を出す必要

がある。ここで疑問に思うことは、比較的少数の人が関与して行われ

た短期の臨床試験の結果は、その後何年も数百万の人々が同じ製

品を使った結果を再現し、あらかじめ警告するようにはできていない

のではないだろうか？ 

以下に、現在ある薬に関しての喘息の専門家や FDA による多くの

テーマを集めた。研究に関しての全ての情報のリンク先は、

www.buteykoclinic.com  にある。 

 

アドエア（セレタイド）について 

「もし市場からこの薬がなくなれば、年間 4000 人の死亡を防ぐことが

できる」スタンフォード大学医学部の臨床教授、シェリー・サルピータ

ー氏は、「アドエアとセレベントは共に不良品として回収されるされる

べきだ」と主張している。8 Forbes News Magazine 

セレベントについて; 

「吸入 β2 刺激薬による長期治療は、潜在的な薬物耐性があるため、

喘息管理の悪化に関連している可能性がある。」9 Chest Medical 

Journal 

サルメテロールについて；（セレベント、アドエア、セレタイドを含有） 

「アドエア・ディスカスが有効成分の一つであるサルメテロールのよう

な長時間作用性 β2 アドレナリン受容体刺激剤は、喘息死のリスク

を高める可能性がある。したがって、喘息患者を治療する際、医師

はほかの喘息治療薬（例えば、低～中量の吸入コルチコステロイド

薬）が治療に不十分である患者、もしくは、病気の症状が重度である

ために、明確に 2 つの維持療法を開始すべきだとされている患者の

96 

http://www.buteykoclinic.com/


みに、アドエア・ディスカスを処方するべきである......」 10  米国食品

医薬品局（FDA）2006 年 3 月  

シムビコートについて; 

「喘息患者 がホルモテロール（シムビコートに配合される薬の一つ）

のような長時間作用性吸入 β2 刺激薬（LABA）を服用すると、喘息

の問題から死に至る可能性が増す。大規模な喘息の臨床試験では、

LABA を服用した多くの患者が、LABA を服用しなかった患者と比

較して喘息で死亡した、という結果が出ている。患者は、こうしたリス

クとシムビコートによる喘息治療の利点を医療サービス提供組織に

相談すること。」 11 

米国食品医薬品局（FDA）2007 年 10 月  

シングレアについて 

「FDA は、医療提供者と患者に、政府機関の調査によるシングレア

の使用と行動/気分の変化、自殺傾向（自殺思考やその行動）と自

殺の関連性の可能性についての情報を提供した。分析の複雑さに

より、FDA はこの研究が終了するには 9 ヵ月程度かかるだろうと予想

している。FDA は調査が完了した時点で、すぐに結果を通知しその

勧告を公表する予定である。」 12 

米国食品医薬品局（FDA）2008 年 3 月  
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付録 2 

よくある質問 

私の担当のコーチは、いつも鼻から息を吸い、口から吐くように指導します

が、なぜでしょうか？ 

多くの一般的に知られる通説は、その理由はわからなくても、文化の中で

正式に記され定着している。鼻から息を吸って口から吐き出す呼吸の主な

利点は、肺の中に蓄積した毒素を体内から取り除くことであると考えられて

いる。しかし、息を吸う時点で口を閉じていれば、肺には少ししか毒素が入

らない。口から入った粒子は、肺胞に到達し、除去されるまでに 60～120

日間は残ることが知られている。口呼吸の不利な点は、水分が失われること

である。鼻にある鼻甲介（訳注：鼻の中にある骨の芯で支えられた棚状の

張り出しで、粘膜で覆われている）は脱水を減らし、湿度を保つ。しかし、口

呼吸にはこの作用がない。 

 

友人の「楽に息を止めていられる時間」はわずか 15 秒ですが、喘息では

ありません。なぜですか？ 

ご存知の通り、過呼吸は、度合いは異なるが、あらゆる臓器や組織に影響

を及ぼす。過呼吸をする人の中には、慢性疲労、血圧の問題、不安やその

他の多くの問題を抱える人がいる。友人は、今はそのような症状はないかも

しれないが、今後、何年か先にその中の症状を発症するかもしれない。喘

息は初期症状の一つとして表れるが、呼吸を正すことで簡単に症状を克服

することができる。 

 

友人は健康ですが「楽に息を止めていられる時間」はわずか 15 秒です。

なぜですか？ 

友人は健康であるが、過呼吸である。おそらく今の健康状態は大きな呼吸

をやめることでさらに良くなる可能性は非常に高い。この問題にはよく次の

例えを上げている。 
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1 人目の人－水泳で、 1～2 回手をかく程度の距離を泳いだだけ

で、息を切らしている。 

 2 人目の人－水泳で、１人目の人の４，５倍の距離を泳ぐことがで

きる。 

 

どちらがより健康か？ 

 

多くの人が二人目の人と言うだろう。二人目の人の「楽に息を止めていられ

る時間」が長く、一人目の人は短いと説明できる。 

 

薬を変えるべきですか？ 

一般診療医の診察なしに、予防薬を変えることは決して勧めない。薬が必

要なときは、初め、ベントリンのような発作治療薬を服用することを勧める。

発作治療薬は、症状の緩和のために使うものである。 

 

医師は、咳をして痰を吐き出すようにと言います。なぜですか？ 

その医師は、無理して咳をすることで、痰が排泄されると信じている。しかし、

呼吸を少なくすると、痰は難なく気道から除去される。また、ぬるま湯に少し

塩（小さじ 1/4）を溶かして飲むことで、痰を薄くすることもできる。無理に咳

をすると、心臓に不必要な負担がかかり、呼吸を乱し、喘鳴よりも大きな問

題となる。 

 

誰もが予防薬を過剰に服用しているので、間違いなく副作用なしに薬を減

らすことはできると思いますが、それに関する実験の実績はありますか？ 

ある臨床試験で対照群を設けたものがある。対照群は、年齢と、重症度が

等しい喘息患者から成る。対照群の被験者は、理学療法士により、従来病

院で行われている喘息管理の方法を教えられた。対照群において、症状と

薬の必要性の減少に関してはほとんど改善が見られなかった。もしこの試

験に参加した被験者全員が、必要よりも多くのステロイドを服用していたら、
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対照群の被験者では薬の必要性が減少していただろう。 

深呼吸をするとリラックスできますが、これはどのように悪いと考えられるの

ですか？ 

筋肉を緊張させてから、ほぐすと気持ちが良くなる。大きく呼吸すると、胸腔

が大きく広がって弛緩させることができる。この胸腔の収縮が気持ちよく感

じられる。しかし大きく呼吸すると二酸化炭素レベルを下げ、大脳皮質の興

奮性を高めることになる。 

 

一日中、呼吸を減らす必要はありますか？ 

一日中、呼吸を減らす必要はない。できるときに数分間呼吸を減らしてみる

ようにして、一日中呼吸を意識すると効果的だ。1 日の平均呼吸回数は 2

万～3 万回であるが、これは「楽に息を止めていられる時間」による。どんな

呼吸をしているか自分自身に問いかけてみてほしい。大きく、うるさく、不規

則な呼吸をしているか、それとも落ち着いて、リラックスし、穏やかであるか。

呼吸について考えるときにいつでも呼吸を減らすこと。大きく呼吸をしてい

ると気付いたときは、それを止めること。 

 

呼吸を減らしすぎると、体から酸素が奪われますか？ 

呼吸を減らすからではなく、過呼吸をすると体の酸素が奪われる。「楽に息

を止めていられる時間」が 40 秒になるまでは呼吸が大きいということなので、

40 秒に達するまでは呼吸を減らすようにする。「 楽に息を止めていられる

時間」が 40 秒になれば、さらに呼吸を減らす練習をする必要はない。 

 

二酸化炭素で部屋をいっぱいにすれば効果的ですか？ 

これには議論の余地がある。まず体は、呼吸中枢が現実的に許容できるレ

ベルの二酸化炭素にのみ耐えることができる。二酸化炭素レベルが高い場

合、余分な二酸化炭素を排除しようとするために呼吸が大きくなる。吸入す

る二酸化炭素を増やすことで有益な面を証明した臨床試験もあるが、そう

でない結果もある。 
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ヨガをしているのですが、インストラクターは大きく呼吸するように言います。

これはなぜですか？ 

ヨガをしているときの呼吸法で、喘息が悪くなったと言う人にたまに会うこと

がある。しかしこれはヨガのインストラクターによって異なる。インストラクター

が大きく呼吸をするように勧めるとすれば、それは喘息によくない。一方で、

息止めや、穏やかな呼吸をすることで、呼吸を減らしながらポーズをとるよう

に勧めれば、効果的である。 

 

一週間で、何の改善も見られませんでした 

私は、常に患者さんに「楽に息を止めていられる時間」が改善したかを尋ね

ている。変わっていないと言われれば、こう答えている： 

 

「楽に息を止めていられる時間」が 5 秒以上長くならない限りは良くなった

と感じることはないので、さらに呼吸を意識する必要がある。 

o 大きな呼吸をしているか？夜間、口は閉じているか？ 

o 日中、意識して呼吸を減らすようにしているか？ 

o 運動中に正しく呼吸をしているか？ 

o どんな生活を送っているか？ 

o 一日中話しているか？ 

 

仕事として、一日中話して過ごすということは、一日中大きな呼吸をしてい

ることになる。暑さや加工食品など、あらゆるのものが大きな呼吸の原因と

なる。大きな呼吸の原因となるものがたくさんある場合は、それを補うために、

さらに努力して呼吸を直さなければいけない。例えば、私は仕事で一日中

話さなければいけないときは、これを補うために運動をしている。 

 

運動している時に口を閉じると、遅いペースでしか運動ができません。 

二酸化炭素を保った状態で運動するとより効果がある。「楽に息を止めて
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いられる時間」が 20 秒未満であれば、少し運動するだけで簡単に過呼吸

に陥りやすいので、口を閉じていることがとても重要になる。「楽に息を止め

ていられる時間」が 20 秒以上であれば、おそらく代謝による二酸化炭素の

増加の方が、損失よりも大きい。よって「楽に息を止めていられる時間」が長

い場合は、口を開けても良い。しかし、「楽に息を止めていられる時間」が

短いと発作が起こる危険性がある。正しく運動ができている場合は、運動後

の「楽に息を止めていられる時間」が 25%上がっているはずである。 

 

常に息をもっと吸いたいと感じます。 

それは呼吸が大きく、鼻から大量に息を吸い込もうとしているためである。

「楽に息を止めていられる時間」が長くなれば、呼吸量は減り、呼吸不足を

感じることはなくなる。 

 

呼吸を直す過程で、スポーツをやめる必要はありますか？ 

必ずしもやめる必要はない。スポーツをしている間に呼吸を減らすようにす

ること。試合前に一連のステップ呼吸法を行い、「楽に息を止めていられる

時間」が比較的長めであることを確認し、口は出来る限り閉じたままにする

こと。 

 

呼吸法の練習の時間を作ることがとても難しい。 

その場合は、普段の生活の中に呼吸法の練習を取り入れるように試みる。

運転中、本を読むとき、テレビを見ているとき、誰かを待つ間に、姿勢を正

しくして呼吸を減らすこと。毎日歩くようにする。仕事で、肉体労働をする場

合は、その間にいつでも呼吸を減らすようにする。ちょっとしたステップ呼吸

法を行うか、体を動かしながら息止めをしてみる。呼吸法への取り組みが十

分かどうかは、自分で感じることができるだろう。 

 

1 分当たりの呼吸回数を変えれば、確実に呼吸は修正 されますか？ 

それはないだろう。確かに多くの呼吸法は、1 分あたりの呼吸回数を減らす

ことを目的としている。例えば、「楽に息を止めていられる時間」が短い人は、
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1 分間に 20 回の呼吸をしている。各呼吸が 500 ml であるとすると、1 分間

の呼吸量は 10L である。呼吸回数が 1 分間 10 回に減少した場合でも、一

回の呼吸量が 1L に増える可能性がある。この場合の 1 分間の呼吸量は

変わらず、同じ 10L のままである。 

 

呼吸法が効果的であるかどうかは、どのようにしてわかるでしょうか？ 

呼吸量が少なくなると、もっと息を吸いたいと感じるようになる。呼吸法を行

うと、「楽に息を止めていられる時間」は長くなる。どの呼吸法でも、結果とし

て「楽に息を止めていられる時間」が長くなれば、それは良い呼吸法といえ

る。 

 

チリダニは、喘息の原因ですか? 

チリダニは、喘息の誘引物質となるのみで、「楽に息を止めていられる時間」

が 40 秒未満である限り誘引物質であり続けるだろう。「楽に息を止めていら

れる時間」が 40 秒以上になればこうした全てののアレルギー反応はなくな

るだろう。 （アナフィラキシー反応に関してもこの理論は当てはまるものの、

実際にこの理論を推奨するには危険すぎる。） 

 

食生活をかなり変えて、空腹時のみに食べるようにして、乳製品を食べず、

ほとんど肉や砂糖も食べませんが、喘息はまだ治りません。 

その完璧な食生活は、喘息には非常に有効である。呼吸も対処すれば喘

息の問題はなくなるだろう。 

 

息子は 6 ヵ月前にあなたのコースを受講しましました。祖母の農場に行っ

たとき、重度の発作を起こしました。それまではうまくいっていました。 

息子さんの「楽に息を止めていられる時間」は長くなり、主要症状がなくなる

までに至った。しかし、「楽に息を止めていられる時間」が 40 秒未満だと、

喘息の誘引物質は問題になる。「楽に息を止めていられる時間」が 40 秒以

上になれば、喘息の誘引物質が症状を起こすことはなくなり、「楽に息を止

めていられる時間」を 6 ヵ月間、40 秒以上に維持できれば、喘息は潜在的
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な疾患として扱われるようになる。 

 

呼吸を減らせば、気管支拡張症、サルコイドーシス、肺気腫や気管支炎に

有効ですか？ 

もし咳、喘鳴、息切れ、痰などの症状であれば、呼吸を減らすことは、これ

らのどんな症状にも効果がある。深刻な気道閉塞に最も有効な呼吸法は、

日中そして夜間に何度も少しの間息を止める呼吸法行うこと。呼吸をコント

ロールできるようになり、「楽に息を止めていられる時間」が 20 秒になるま

で続けるようにする。「楽に息を止めていられる時間」が長い場合は、呼吸

を減らすなどの他の呼吸法を行う方が簡単だ。しかし、症状が深刻な人は、

症状が重すぎて呼吸を減らすことができないので、代わりに、いつでも口を

閉じるようにし、呼吸を隠すように、安静時に呼吸が聞こえないようにして、2

～5 秒間息を止める呼吸法を 1 日に 1000 回練習するように、と指導するこ

と。 

 

医者に、この理論には根拠がないと言われました。 

実際には、そもそも過呼吸がどのようにして喘息の原因となるのか、何が喘

息の原因となるのかを知る人はいない。しかし過呼吸に対処すれば、症状

は少なくなり薬の必要性も減る。マーテル病院が、臨床試験を行ったところ、

初めに計測した 1 分当たりの呼吸量は 14.1L という結果に対し、12 週後に

は 9.6L に減少し、1 分当たりの呼吸量の減少と症状の消失の間には直接

的な相関関係があることがわかった。 

 

確かに何が起こっているのか、については多くの議論がある。従来の医学

では、過呼吸によって起こる皮膜組織の脱水が、気管支収縮の主な要因

の一つであるとみている。鼻で作られる一酸化窒素の役割で、鼻呼吸をす

ると一酸化窒素が細気管支に送られるために、細気管支が拡張すると主張

する人もいる。 
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なぜステロイドを使い続けるべきなのでしょうか？確かに重大な副作用があ

ります。 

ステロイドは喘息管理には不可欠である。致命的な発作は、ステロイドの過

少と発作治療薬の過量服薬から生じる。発作治療薬の過量服薬は、不可

逆的な損傷と気道の瘢痕化を引き起こす。「楽に息を止めていられる時間」

が 4 週間、20 秒以上であり、また発作治療薬も 4 週間必要としていない場

合のみ、一般の開業医に予防薬を少し減らしたいと伝えること。 

 

重度の喘息に一番効果的な方法は何ですか？ 

 

喘息が重度で安静時の脈拍が 100 以上の時は 、喘息が全く抑制されて

いないという証拠である。これはステロイドが不足しているためなので、一般

の開業医に診察してもらうべきである。何度も少しの間だけ息を止める呼吸

法を行っても、良くなる見込みはない。 

 

肺気腫、肺線維症や COPD（慢性閉塞性肺疾患）などを患う重度な喘息患

者は、呼吸が非常に大きくなる傾向がある。大きい呼吸は、明らかに目に

見えて、そして聞きとれるくらいだろう。そうした患者さんがいる場合には、ま

ず過呼吸の概念を教えることと過呼吸を確認することから始める。それから

咳や喘鳴などの原因は、その大きな呼吸であることを教える。 

 

重度の喘息患者にとって、呼吸を減らそうとすることは難しいだろう。息苦し

いので呼吸を減らすことが大きな負担になる。呼吸が大きいので、呼吸の

時の動きを少し減らそうとするだけでも、空気の必要性が大きくなってしまう。

それでも、呼吸の時の動きに手を当てて呼吸を観察し、少しでも減らそうと

すことはいいことだ。これだけでも呼吸に対する自覚が改善されるので、一

日中呼吸への意識を強めることができるようになるだろう。 

一番良い呼吸法は、2～3 秒間、息を止める呼吸法を 15 秒～20 秒ごとに

行うことである。一日の中で、この呼吸法をできるだけ行うと良い。 
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まとめると、重度の喘息患者は、昼夜いつでも口を閉じていなければならな

い。そして 2～3 秒間、息を止める呼吸法を行うこと。すっきりして「楽に息を

止めていられる時間」が長くなれば、呼吸を減らす練習ができる。何度も少

しの間だけ息を止める呼吸法を練習する利点は、負担が少なく、穏やかに

でき、改善が見られやすいことである。 

 

ブテイコウ呼吸法の右手の法則とは何ですか？ 

右手の法則を行うときはそれほど注意する必要はないが、左手の法則のと

きは意識する必要がです。 

 楽な姿勢をとる。馬に乗る格好で椅子の端に座る。背筋を伸ばす。

肩をリラックスさせ、腕を横に下ろす。 

1) 姿勢は正しく。椅子は固すぎず、柔らかすぎず（硬すぎると、呼吸

を深くしてしまうし、柔らかすぎると、姿勢に良くない）。 

2) 足は椅子の下に置く。両足を椅子の下に押し込み、ひざの高さは

横隔膜より下であること。姿勢を正して座り、顔は前に向け上や下

を見たりしないこと。 

3) 口を閉じる。 

4) 目は閉じるが、頭上の窓を見上げるように上に向けること。この時、

頭を上げてはいけない。目だけ上方向に向けること。 

 

左手の法則とは何ですか？ 

 徐々に行うこと。 

1) 呼吸を減らすこと。 

2) 呼吸の深さを少なくすること。 

3) 横隔膜をリラックスさせること。横隔膜がリラックスしていることが重

要である。横隔膜を緊張からほぐす。腹部を引きつけてピンとはっ

た状態を感じ、それから緩めること。また、胸式呼吸から腹式呼吸

に切り替えること。これにより、横隔膜が緊張したり硬直せずにリラ

ックスした状態になる。息を吸い込むと腹部はゆっくりと外側に動き、
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息を吐くとゆっくりと内側に動く。腹部は常に柔らかくすること。腹部

の呼吸が柔らかければ呼吸はリラックスする。腹部が固ければしば

らく呼吸を減らす呼吸をやめて、再び始めるようにすること。 

4) 息を吸いたいという感覚を作るようにする。（この感覚は、あなたの

「楽に息を止めていられる時間」よりも短くする） 

 

いっぱいに呼吸しないこと。胸がコップだと想像してほしい。コップいっぱい

に空気を入れるのではなく、4 分の 3 だけ満たすようにする。 
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付録 3 

ブテイコウの研究結果 

西欧諸国において、喘息に対するブテイコウ呼吸法の有効性の研究を

目的とした 6 つの試験が実施された。これに先立ち旧ソ連では、ソビエ

トの医療政策に取りいれるために、この呼吸法を立証するための複数の

試験が実施された。2008 年 5 月、英国胸部疾患学会（The British 

Thoracic Society）は 「英国喘息管理ガイドライン（British Guidelines 

on the management of asthma）」において、ブテイコウ呼吸法を、「症例

対照研究やコホート研究の、質の高い系統的レビュー」であり、「交絡や

バイアス（統計上の問題）のリスクが非常に低い、質の高い症例対照研

究やコホート研究」でもあり、因果関係の可能性は大変高い”とし、分類

“B”に、ランクを上げた（訳注：科学的根拠に基づく治療として、勧告グ

レードという、「治療のおすすめ度合い」があり、A、B、C、D と分かれて

おり、A が強く勧める。B が勧められる。C が勧めるだけの明確な根拠

がない。D が行わないように勧める。となっている）。 

 

臨床試験の結果の要約に関しては下記を参照（原本とリンク先は、

www.ButeykoClinic.com です。） 

1. Respiratory Journal; 2008 May;102(5):726-32. Epub 2008 Jan 

31. 

A randomized controlled trial of the Buteyko technique as an 

adjunct to conventional management of asthma. 

従来の喘息治療の補助としてのブテイコウ呼吸法を検討するための

無作為化比較試験。 

University of Calgary, Canada. Cowie RL, Conley DP, Underwood 

MF, Reader PG 

ブテイコウ呼吸法を行ったグループの 6 ヵ月後のフォローアップの

結果; 
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• 喘息管理は 40%から 79％に改善した 

• 39％の被験者における吸入コルチコステロイド薬の使用の減少 

• 21％の被験者における吸入コルチコステロイド薬の使用の中止 

 

2     Thorax 2006;61:651-656 

        Double blind randomised controlled trial of two different breathing 

techniques in the management of asthma                        

(Slader et al, 2006) 

        喘息管理に対して二種類の異なる呼吸法を検討する二重盲検無作

為化比較試験 

 

28 週目において: 

86%の発作治療薬の減少 

50%の吸入コルチコステロイド薬の減少 

 

3. The New Zealand Medical Journal. 19 May 2006, Vol 119 No 

1234 (McHugh et al, 2006) 

Buteyko breathing technique and asthma in children: a case series 

小児を対象としたブテイコウ呼吸法と喘息：症例シリーズ 

3 ヵ月後; ブテイコウ呼吸法を行ったグループの結果 

• 66%の発作治療薬の減少 

• 41%の吸入ステロイド薬使用の減少 

 

4. The New Zealand Medical Journal, Vol 116 No 1187   

Buteyko Breathing Technique (BBT) for asthma: an effective 

intervention (McHugh et al, 2003) 
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喘息に対するブテイコウ呼吸法（BBT）：効果的な介入（McHugh 他、

2003 年） 

6 ヵ月後; ブテイコウ呼吸法を行ったグループの結果 

• 85%の発作治療薬の減少 

• 50%の吸入ステロイド薬使用の減少 

“結論：ブテイコウ呼吸法は、安全かつ有効な喘息管理法である。ブテ

イコウ呼吸法は、医薬品の経済評価において臨床的及び潜在的に利

益があり、さらに研究する価値がある。” 

 

5) Journal Asthma 2000;37(7):557-64. 

A clinical trial of the Buteyko Breathing Technique in asthma as 

taught by a video. Opat Aj, Cohen MM, Bailey Mj, Abramson Mj. 

ビデオ教材による喘息に対するブテイコウ呼吸法の臨床試験 

 「我々の結果では、ブテイコウ呼吸法に割り当てられた被験者の

QOL（生活の質）が、プラセボ群と比較して有意に向上した（P 

=0.043）。また吸入式気管支拡張剤の使用の有意な減少（p= 0.008）

が証明された。」 

6. Medical Journal Australia  1998; 169: 575-578 

Buteyko breathing techniques in asthma: a blinded randomized 

controlled trial. Simon D Bowler, Amanda Green and Charles A 

Mitchell 

 

喘息に対するブテイコウ呼吸法：盲検ランダム化比較試験 

3 ヵ月後; ブテイコウ呼吸法を行ったグループの結果 

• 90%の発作治療薬の減少 

• 49%の吸入ステロイド薬使用の減少 
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以上、6 つの臨床試験において、非常に肯定的な結果が示され、喘息

治療に対するブテイコウ呼吸法の有効性が強調される結果となった。 

慢性的な過呼吸は喘息の原因となりますか？ 

医者は、喘息の原因は気道の炎症であると言うだろう。何が炎症を

引き起こすのかと聞かれたら、わからないと言うだろう。 

臨床試験から判断し、ブテイコウ呼吸法を行ったグループでは平均

で 3 ～6 ヵ月の間に予防薬の必要性が 50%に減ったので、過呼吸

への対処により炎症が治まったことは明らかだといえる。結局は、ス

テロイド予防薬の目的は炎症を治めることである！よって予防薬の

必要性が減少したことは、炎症の減少を意味する。従って慢性的な

過呼吸が炎症の原因であると推測するのが妥当ではないだろうか？ 

一部の医師は、多数の臨床試験後に肺機能の改善が認められなか

ったとして、ブテイコウ呼吸法は無効であると主張している。次の点

はこのことを説明するのに役立つかもしれない; 

1.ブテイコウ呼吸法を行ったグループの全ての被験者は薬の治療を

受けていた。治療に従事する医師や専門医は、ブテイコウ呼吸法を

開始する前でも、患者の肺機能を回復することはできただろう。適切

に処方された喘息の薬は、肺機能を最善の状態に改善することを目

的としている。しかし、収穫逓減の法則の通り、肺機能の有意な改善

を期待することは正当ではない（訳注：収穫逓減の法則とは、一定の

土地からの収穫量は、資本・労働の投入量の増大に応じてある点ま

では増加するが、その点を超えるとしだいに減少するという法則のこ

と。今回の例では、喘息の薬を増やし続けても、肺機能はある程度

のところまでは改善するが、完全に改善するわけではないことを意味

している）。 

2. 気道狭窄を測定する究極の判断基準は、ピークフローやスパイロ

メトリーの使用である。ただこの検査で理解されていないことは、この

測定には喘息患者の気道を閉塞させる原因となる過呼吸の行為が

関係している点である。発作中に来院した喘息患者は、ピークフロ

ーやスパイロメトリーを吹き込めば吹き込むほど咳や喘鳴が出るとい

うことを十分把握している。言い換えればこの検査は気道を閉塞させ

ることになる。それでも、この検査は信頼性が高いといえるだろうか？ 
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3. 喘息予防薬の目的は、肺機能を改善することである。したがって、

他の条件が同じであれば、予防薬を減らすことは肺機能の低下を引

き起こす。各試験の間に、ブテイコウ呼吸法を行ったグループにお

いては、喘息管理の改善により予防薬の使用が変化した。予防薬を

減らすと同時に、肺機能の改善を期待することは、完全に実現可能

なことではない。 

チャールズ·ミッチェル教授は、BBC（QED）のブテイコウ呼吸法のド

キュメンタリーで取材を受けた。マーテル病院の臨床試験に関して

は、次のように述べた。「喘息患者は、症状が良くなり、ずっと楽にな

ったが、肺機能は改善していないために本当に良くなったわけでは

ない。」 

マーテル病院におけるブテイコウ呼吸法を行ったグループの治験で

は、70%の症状の減少、90%の発作治療薬の必要性の減少、50％の

ステロイド薬の必要性の減少が確認された。言い換えれば、治験後

も同じ肺機能を維持することができ、喘息管理も改善し、薬の必要性

もずっと少なくなったということだ。一方、対照グループでの改善率

は 0%であった。このグループは、ブリスベンのマーテル病院で採用

されている喘息管理プログラムの指導を受けていたといたという事実

は興味深い。このグループに改善が見られなかった理由は、呼吸量

が変わらなかったからである。両グループでの 1 分当たりの呼吸量

は、試験開始時には約 14L であった。 3 ヵ月後、ブテイコウ呼吸法

を行ったグループと対照グループの 1 分当たりの呼吸量は、それぞ

れ 9.6L と 14L だった。さらに、1 分当たりの呼吸量の減少と喘息の

症状に直接的な相関関係が見られた。呼吸量の減った患者に最も

改善が見られた。これによって、過呼吸を覆すこととブテイコウ呼吸

法が本質的に同じであることが、実際にこの試験で証明されたことに

なる。 
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付録 4 

著者、パトリック・マッケオンの連絡先 

本書の著者、 パトリック・マッケオンへの質問は、ButeykoClinic のホ

ームページで受け付けています。 

www.ButeykoClinic.com 

www.ButeykoDVD.com 

www.ButeykoKids.com 

ButeykoClinic のホームページには、施術者への質問、ビデオ、

DVD 、世界中の診療所、施術者の訓練に関する情報及びオンライ

ンサポートが掲載されている。 

アイルランドのパトリック・マッケオンのクリニックについては下記を参

照してほしい。www.AsthmaCare.ie または www.buteyko.ie 
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付録 5 

ブテイコウの 商標、特許、独占権 

質問：ブテイコウ呼吸法の独占権を持つグループや個人はいますか？  

回答：ブテイコウ呼吸法は、原理及び科学的な結論に基づいているため、

特許やその他の法的手段によりこれを保護することは不可能である。この

呼吸法に関連するロシアの特許は 2 つある。一つ目は、““Method of 

Treatment of Hemohypocarbia” , ”で、制限措置は失効している（著者及

び所有者、K.P Buteyko）。二つ目の特許“"Conscious Correction of 

Breathing"”（著者及び所有者はチェリャビンスクの Margarita A. Buteyko）

はまだ有効である。この特許は患者に指導するための理論的な要素の一

つを制限する。ヨーロッパや北米で付与された特許はない。 

 

質問：コンスタンティン・ブテイコウ博士の後継者は誰ですか？ 

-コンスタンティン・パブロビッチ・ブテイコウの初婚の長男であるウラジーミ

ル·コンスタン・ブテイコウである。今現在はヴォロネジに住み、父親が始め

た仕事を続けている。彼の妻、マリーナ・ミハイロブナヴォロネジはヴォロネ

ジのブテイコウ・センターの医学‐方法論の長である。ウラジーミルとマリー

ナには二人の子供がいる。 

 

質問：故コンスタンティン・パブロビッチ・ブテイコウ医師の妻は誰ですか？ 

 

回答：スザンナ・ニコラエヴナ・セリョージャで、コンスタンティン・パブロビッ

チ・ブテイコウの後妻である。彼女はまだ生存していて、旦那の死の直前ま

で公式の妻であった。彼女はブテイコウ呼吸法に関する事情に関わったこ

とはない。“ブテイコウ”の名字を使用し、コンスタンティン・パブロビッチ・ブ

テイコウの妻であると主張している人は、名前を変更しただけで結婚はして

いない。 
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質問：ブテイコウ呼吸法の有資格の教育者、施術者として、この呼吸法を

教えるために年間のライセンスは必要ですか？ 

回答：一度認証ブテイコウのトレーニングに参加すれば年間の “ライセンス”

を取得する必要ない。 

 

ロシアのブテイコウ呼吸法特許はロシア外でも適用できますか？ 

回答：適応できない。ロシアの管轄権にのみ適用可能である。これは、アメ

リカ合衆国、カナダ、ヨーロッパでは全く適用できない。 

 

質問：ブテイコウ呼吸法を教えるための独占的な権利を持つ人やグループ

はいますか？ 

いかなるグループも、ブテイコウ呼吸法の指導及び管理のための特別な権

利を持たない。ロシアには、故ブテイコウ医師の息子と妻であるウラジミー

ル・ブテイコウ医師の診療所を含む多くのブテイコウ・クリニックがある。その

うちの一つのウェブサイトは www.Buteyko.ru である。ウラジミール・ブテイコ

ウ医師は、この方法が自由に利用可能でき、一つのグループや個人が独

占的権利を主張しないことを切望している。 
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付録 6 

国際的なブテイコウ・クリニック 

www.ButeykoClinic.com 

ヨーロッパ、北米、アジアを含む世界中の開業医

のリスト、開業医トレーニング、ブテイコウ医師の

ビデオ。 

 

www.ButeykoDVD.com 

Buteyko DVD の著書、本、オンラインコース、無

料ビデオ。 

 

www.ButeykoKids.com 

ブテイコウ呼吸法の子供用自己管理のための

DVD 、本、無料ビデオ及びその他のアドバイス  

 

www.ButeykoClinic.fr 

 

www.AsthmaCare.ie 
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パトリック・マッケオン、 アイルランド 

www.Buteyko.co.uk 

リンダ・メッズ（Linda Meads）、イギリスのブテイコ

ウ呼吸法プラクティショナー 

電話番号：0044 1789 298290 

 

www.AsthmaCareScotland.co.uk 

ウナ・ムーニー（Una Mooney）、スコットランド 

 

www.TomHerronExperience.com 

トム・へロン（Tom Herron）、 北アイルランド 

 

www.AsthmaCare.us 

エウへニア・マルシェフ（Eugenia Malyshev）、ブ

テイコウ呼吸法・プラクティショナー、アメリカ 

 

www.CorrectBreathing.com 

キャロル・ バグリア（Carol Baglia）、ブテイコウ呼
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吸法・プラクティショナー、アメリカ 

www.AstmaCare.dk 

デンマーク 

 

www.Buteyko.gr 

ブテイコウ、 ギリシャ 

  

118 



付録 7 

推薦図書及び鑑賞作品  

Buteyko meets Dr Mew by Patrick McKeown 

(teenagers and children) 

ブテイコウ、Dr.ミューに出会う、著書 パトリック・マッケオン 

 (10 代及び子供用） 

 

Sleep with Buteyko by Patrick McKeown 

How to address snoring, sleep apnoea and insomnia  

ブテイコウ呼吸法での睡眠、著書 パトリック・マッケオン 

（いびき、睡眠時無呼吸、不眠症への対処法） 

 

Anxiety Free ： stop worrying and quieten your mind by Patrick 

McKeown 

(for stress, worry, anxiety and panic attacks) 

不安の解消：心配を止め、心を鎮める、著書 パトリック・マッケオン 

(ストレス、心配、不安、パニック発作） 

 

Buteyko Clinic DVD – Complete instruction as presented by Patrick 

McKeown 

(complete program on DVD) 

ブテイコウ ・クリニック DVD – パトリック・マッケオンによる指導一式 

（DVD によるプログラム一式） 

 

ButeykoKids DVD－ by Patrick McKeown 
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(DVD set for children) 

ブテイコウ呼吸法の子供用 DVD－著者 パトリック・マッケオン 

（子供用 DVD） 

 

Asthma Free naturally by Patrick McKeown 

 自然な喘息解消の方法、著者パトリック・マッケオン 

 

ABC to be Asthma free – How to teach young children by Patrick 

McKeown 

喘息解消のための ABC－子供への伝え方、著者パトリック・マッケオン） 

全ての本は、以下で購入可（全て英語で書かれています）。 

www.buteykoclinic.com, www.amazon.co.uk or www.amazon.com   
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付録 8 

呼吸法 2－ 呼吸量を減らす呼吸法の詳細 

(Buteyko  DVD を参照）  

この呼吸法に関して受け取った意見に、少し細かすぎるので読者は

理解することができないだろうというものがあった。また、「楽に息を

止めていられる時間」が 20 秒以上であればこの呼吸法は簡単に練

習できてしまう。ということで、完全に削除してしまう代わりに付録に

盛り込むことにした。この方法はブテイコウ呼吸法の基本である。横

隔膜呼吸を組み合わせる呼吸法は、クリニックに来院する患者から

の意見や感想にもとにして、私自身が取り組んだものである。呼吸量

を正し、横隔膜の使い方を基本に立ち返って学び直すことのできる

呼吸法で、私たちが毎分、毎時間、毎日どのように呼吸すべきかが

わかる。 

この呼吸法はブテイコウの左手の法則であり、その定義は「空気の

必要性をつくり出すために、呼吸に関係している筋肉をリラックスさ

せて呼吸量を減らすこと（右手の法則は、口を閉じた状態での正し

い姿勢のこと）。」つまり、呼吸のための筋肉がリラックスすると呼吸量

は減少するということである。 

この呼吸法は、3 段階に分けて構成されている。1 から始め、次に 2、

最後に 3 に進む。この呼吸法が上手くできないと感じた場合は、代

わりに呼吸法 2B を練習し、「楽に息を止めていられる時間」が長くな

ったら、この呼吸法に戻す。 

1．呼吸の時に使う筋肉をリラックスさせる。 

2．複式呼吸を学ぶ。 

3．呼吸を減らして腹式呼吸をする。 

食べ物は呼吸に影響するので、空腹時にこの呼吸法を練習するの

が一番良い（または、少なくとも食後すぐには行わない）。 

この呼吸法は、呼吸量を意識し、二酸化炭素レベルを永続的に変え
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て、呼吸に関わる筋肉をリラックスする練習なので非常に重要である。 

正しく楽な姿勢を身につける。正しい姿勢とは、両足を椅子の下に

置き、まっすぐ座ること。椅子の端に馬に乗る格好で座り、背筋を伸

ばし、ひざは腰よりも低い位置にあるようにする。 

正しい姿勢を取ることは呼吸を減らすのにとても重要である。前かが

みだと横隔膜を圧迫し、緊張を高めて呼吸量を増やしてしまう。 

たとえば、次の運動を行うことで、姿勢がどのように呼吸に影響する

かを説明する。 

前かがみになる。 

数分間呼吸するとどんな感じだろうか。 

背筋を伸ばす。 

今、呼吸するとどんな感じだろうか。 

背筋を伸ばして呼吸する方がずっと楽であることがわかるだろう。 

 

横隔膜 

我々の主な呼吸筋は横隔膜である。横隔膜とは、心臓と肺を収容す

る胸部と、腸、胃、肝臓、腎臓を収容する腹部とを分離するドーム状

の筋肉のシートである。 

肺の下葉の血流の量は上葉より多いため、横隔膜呼吸の方がはる

かに有効である。慢性的な過呼吸の人の早くて浅い呼吸は、結果と

して、血液に取り込まれる酸素を減らし、二酸化炭素を大きく失う。 

幸いにも、横隔膜呼吸を学ぶことは簡単である。 
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１．横隔膜をゆるめる 

• 背筋を伸ばして座る。へそと胸骨（胸）の間を長く伸ばす。緊張

を高めるだけなので、無理して“まっすぐの姿勢”にする必要は

ない。 

• 片方の手をお腹に、もう片方の手を胸に置く。 

• お腹の方の手の動きに集中する。姿勢よく座りながら、ゆっくり

腹部を外に押し出して手が外側に動くようにする。腹部の動き

を十分に感じられるまで押し出す。この時点で、呼吸を変えな

いこと。これは主に横隔膜の動きを促すための練習である（仰

向けになり、両膝を曲げて行っても良い）。 
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• 次に、腹部をへこませて内側に動く手を見る。数分間この簡単

な練習を行う。これは“眠っていた”横隔膜を活性化するのに効

果的な練習法である。 

まとめ; 

• ゆっくりと腹部を外に出す。外側に手が動くのをじっと見る 

• ゆっくりと腹部をへこます。内側に手が動くのをじっと見る。 

この時点でどう呼吸しているかについては心配しなくていい。 

数分間この練習を続ける。 

思いのままに簡単に腹部を内側、外側に動かすことができるようにな

ったと感じたら、腹部の運動を呼吸に組み込む次の段階に進む。 

２．腹部の運動と呼吸を同時に行う; 

• 片方の手を胸に、もう片方の手をお腹に置く。 

• 呼吸をしながら、肩を自然な位置に移動させる。肩が上がって

いたり緊張していると、胸腔の体積がさらに拡大され、吸う空気

の量が増える。呼吸量は、緊張すると増えるが、リラックスすると

減る。 

• 胸の上に手を置き、頭で意識し手でおだやかに圧力をかけて、

胸の動きを減らす。 

• 同時に、腹部の動きと呼吸を連動させるようにしてみる。 

• 息を吸うと同時に腹部を外側にゆっくりと押しだす。腹部に息を

入れるように呼吸する（めまいを起こす可能性があるので大きく

呼吸しすぎないように）。 

• 息を吐き出すときはゆっくりと腹部を内側にへこます。 

次の練習は、腹部周辺の呼吸筋を弛緩させるのに効果的だ。胸部

周りの緊張を弛緩させるには、数秒間わざと力を入れ、緊張させ、弛

緩させることをする。肩が緊張している場合は、肩を緊張させ、弛緩

させることをする。体全体がほぐれるまでそれぞれの箇所で同じこと

を行う。この動きを理解するには、手を軽く握ってから 10 秒間ぎゅっ

とこぶしを握り締め、緊張させて力を抜く。手はこぶしを握る前よりも

124 



ずっとほぐれていると感じるだろう。これを緊張を利用したリラックスと

呼ぶ。 

まとめ: 

息を吸う。 腹部を外に押し出す 

息を吐く。腹部を内にへこませる 

 

呼吸と腹部の動きは互いに反対方向に動くことに注目する。息を吸

うとお腹が外側に動く理由は、横隔膜が下側に押されて腹部に穏や

かに力が加わるためである。一方、息を吐いている間にお腹が内側

に動くのは、横隔膜が上に動くために腹部からの圧力がなくなるた

めである。 

 

 

 

 

125 



３ ．横隔膜で呼吸をしながら呼吸を減らす； 

私が患者さんに何が一番大切かと聞かれたら、一番大事なことは呼

吸を減らすことであり、二番目に大事なことは腹式呼吸だと伝えてい

る。横隔膜での呼吸に変更することによって、呼吸量を減らすことが

より簡単になるにつれて、二つが同時に働くようになる。 

二つの動作を一度に行うことは大変なことのように思うかもしれない

が、両方を行うことであなたの健康にもたらされる恩恵は大きい。 

二つの動作を同時に行うには; 

• 前述のように背筋を伸ばして座る。 

• 片手を胸にのせ、もう片手をお腹にのせる。 

• 呼吸に集中する。 

• 息を吸うときに、ゆっくりとお腹を外に押し出すようにする。胸の

動きを最小限にするように意識する。 

• 息を吐くときは、穏やかにお腹を内側にへこませ、また、胸は静

めておく。 

• 腹式呼吸を行うときは、吸う息の量を少なくするように集中する。 

• 呼吸の度に自分が吸いたい量よりも少なく息を吸う。小さく、短

く息を吸う。手のひらに息をして、短いことを感じるようにする、

または胸が大きなコップであると想像する。コップの 4 分の 3 だ

けを満たすように息を吸う。   

• リラックスして息を吐き出す。息を吐くときに、肺と横隔膜の自然

な弾力性を働かせるようにする。自然にしぼむ風船を想像して

みる。 

• 吸う空気が少なくなり、呼気がリラックスすると、呼吸の時の体の

動きもゆっくりになる。静かに呼吸するようにすること。そうすると、

呼吸の動きを 30％〜40％減らすことができる。 

お腹が緊張している、または “硬い”場合、空気不足の度合いが大

きすぎるということだ。この場合は、しばらくリラックスするようにして緊

張が和らいでから、再び穏やかに呼吸を減らすようにする。 
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もっと息を吸いたいという感覚は、我慢できる程度でなければならな

い。 

  

我慢できる程度での“もっと息を吸いたいという感覚”を 1 回に 3 分

～5 分間保つようにする。 

よく聞かれる質問の中に、この呼吸法を正しく行えているだろうかと

いう質問がある。これに対する答えは次の通りだ； 

 「ストレスはないが、もっと息を吸いたいという感覚がはっきりしてい

るときは、呼吸が減っている。」 

時々、この点を強調するために次のようにも言う； 

 「我慢できる程度のもっと息を吸いたいという感覚がなければ、改善

はみられないだろう。」 

 「もっと息を吸いたいという感覚は、『楽に息を止めていられる時間』

を測定しているときの感覚に似ているはずだ。」 

もっと息を吸いたいという感覚ははっきりとわかるがストレスはないは

ずだ。もし、この感覚がはっきりしない場合は、呼吸をさらに減らして

みる。もし、この感覚が大きすぎてストレスがある場合は、呼吸量を少

し増やして体をリラックスさせること。 

一般に理解されている食事のダイエットのように、今、空気のダイエ

ットをしていると考える。驚くべきことに、代謝が向上するにつれて食

欲も減り、数キロ減らしたいと思っている人も簡単に実現できる。 

今、あなたは空気の必要性を減らしながら、横隔膜をリラックスさせる

ことができるようになった。呼吸するときはいつでも横隔膜で、そして

静かに呼吸すること。この呼吸こそが誰もが元気な赤ん坊だったとき

にしていた呼吸だということを覚えていてほしい。唇は閉じていて、

小さなお腹は呼吸をする度に膨らんだり引っ込んだりする。これは基

本に戻る方法なのである。 

まとめ; 

小さく息を吸う。リラックスして息を吐く。 
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小さく息を吸う。リラックスして息を吐く。 

小さく息を吸う。リラックスして息を吐く。 

小さく息を吸うとは、単に通常の呼吸よりも少なくて短い呼吸である。

リラックスして息を吐くと、呼吸の速度は遅くなる傾向がある。 

速度に関してはあまり心配しなくていい。理想的には速くならない方

が良いが、「楽に息を止めていられる時間」が 20 秒未満であるとき

には、速くなる可能性がある。速くなったら、落ち着いてゆっくりと呼

吸するようにする。「楽に息を止めていられる時間」が長くなるにつれ

て、自然とゆっくりになるだろう。 

 

呼吸を減らしながら、呼吸不足になる方法 

 

うるさくて、荒れていて、 大きくて、不安定で、不規則で、力のこもった、 

緊張した効率の悪い呼吸。 
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静かで、音のない、小さくて、安定した、規則的な、無理のない、リラ

ックスした、効率の良い呼吸 

初めてこの呼吸法を試してみたときにうまくいかなくても心配しなくて

いい。時間が経つにつれて簡単に行えるようになるだろう。リラックス

して徐々に行うことが一番大切で、あまりにも早く大幅に呼吸量を下

げようとすると、思わず息をのみ、大きく呼吸してしまうようになる。3

～5 分間、呼吸を減らす呼吸法を行いながら、腹式呼吸ができる段

階に進むことが大切である。 
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スコアシート 

 (大人 ページ 1） 

 

ＣＰ：「楽に息を止めていられる時間」 RB 4 min：4 分間呼吸を減ら

す 

「楽に息を止めていられる時間」を計測する前に 2 分間休む 
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スコアシート  

(ステップ呼吸法 
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まとめ 

 

過呼吸は次のように特徴づけられる：口呼吸、安静時にも呼吸が聞こえ

る、うるさい、不規則、不安定、力のこもった呼吸、空気不足を感じる、も

っと息を吸いたいという感覚、ため息が頻繁に出る、あくびが頻繁に出

る、胸の上部での呼吸など。 

 

健康な呼吸は次のような特徴がある：鼻呼吸、落ち着いている、穏やか、

静か、リラックスしている、規則的、無理のない呼吸など。 

相対的な呼吸量の測定の仕方 

「楽に息を止めていられる時間」は、無理なく息を止めていられる時間の

長さである。 

 鼻から穏やかに息を吸ってかた、吐く 

1) 指で鼻をつまんで息を止める 

2) 初めて息を吸いたいと思うまで息を止める 

3) 初めて息を吸いたいと感じるとき、横隔膜が下に押されていると

感じるかもしれない。 
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4) 測定した後の呼吸は穏やかで落ちついていること。 

 

 

楽に息を止めていられる時間 ステップ数 

 

• 「楽に息を止めていられる時間」が短ければ、喘息、鼻炎、いび

き、睡眠時無呼吸症候群の症状がひどい。 

• 「楽に息を止めていられる時間」が 5 秒長くなる度に、すっきり

する。 

• 「楽に息を止めていられる時間」が変わらない場合、すっきりし

ない。 

• 最も正確な「楽に息を止めていられる時間」は、朝の起床直後

に計測したものである。 

• 一日中「楽に息を止めていられる時間」を測定すれば、その

時々の喘息の状態を評価できる。 

• 目標は、朝に計る「楽に息を止めていられる時間」が、6 ヵ月間、 
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40 秒以上であること。 

 

呼吸法を行う時の決まり：全ての呼吸法は、息を吐いた後に行うこと！ 

呼吸法 1）鼻詰まりを解消し、鼻水をなくす、また便秘を解消するために、

息をできるだけ長い時間止める。これを 5~6 回続ける。呼吸法と呼吸法

の間は 30 秒間休むようにする。 

 

呼吸法 2A と 2B）両手をそれぞれ胸とお腹に当て、呼吸をリラックスし、

穏やかにする。はっきりとではあるが、無理のない程度にもっと息を吸い

たいと感じるようにする。 

 

呼吸法 3）口を閉じて歩き、もっと息を吸いたいという感覚を作る。も

っと息を吸いたいという感覚はあるが、口を開けなければいけないほ
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どの息苦しさにはならないペースで歩く。 

 

呼吸法 4） 

 小さな空気不足で歩く 

 

 

a) 中くらい～強めの空気不足で歩く 

 

 

呼吸法 5）ステップ呼吸法 （軽度から中等度の喘息症状以外に他の症

状のない、子供と大人に適している) 

 

 

鼻から息を吐く。指で鼻をつまみ息を止める。息を止めながらできるだ

け歩く。息を吸いたいと強く感じたときに、指を離し、呼吸を再開する。

できるだけ早く呼吸を落ち着かせる。 
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呼吸法 6）喘鳴と咳の発作を止める方法 

 

Breath in; 息を吸う, Breathe out; 息を吐く,  Hold breath for 2－5 seconds; 

2～5 秒息を止める, Breath normally for 10－15 seconds; 10～15 秒間普

通に息をする, Continue until calm; 呼吸が穏やかになるまで続ける 

少し息を吸ってから息を吐く。指で鼻をつまんで 2～5 秒息を止める。

指を離して呼吸を再開する。10～15 秒間普通に息をする。少し息を止

め、その後、通常の呼吸に戻す、ということを繰り返して行う。これを症状

がなくなるまで続ける。重度の発作が起こったり 10 分以内に症状がお

さまらない場合は、薬を飲むこと。 
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「楽に息を止めていられる時間」を長くする三つ

の段階は、無駄遣いをやめる、貯金をはじめる、

蓄える、である。 

1) 無駄遣いをやめる 

a. 日中、夜間も完全に鼻呼吸に変える。 

b. ため息を止める；ため息を飲み込むか抑えるようにする。 

c. あくびをするときや、話すときに同時に大きく呼吸しないよう

にする。 

d. 一日中自分の呼吸を観察する。安静時の呼吸は聞こえたり

目に見えたりしないようにする。 

 

2) 貯金をはじめる 

呼吸を減らすためのの呼吸法を実行する。リラックスしてゆっくり呼吸

し、呼吸法を始める前よりも呼吸量が減るようにする。呼吸を減らす

呼吸法の目的は、無理のない程度でもっと息を吸いたいという感覚

をつくり、呼吸が足りない状態になること。1 回につき 4～5 分間この

感覚を保つようにする。運転中、テレビを見ている間、学校で食事を

しているとき、仕事中、列に並んで待つとき、どんなときでもこの呼吸

法を行う。 

第１段階と第２段階は「楽に息を止めていられる時間」を 10 秒から

20 秒に上げるのに必須である。 

 

 蓄える 

運動をしている間は、呼吸量が増え、代謝活動が増えるにつれて、

二酸化炭素が生成される。運動中に吸いたいと感じた呼吸の量より

も少なく呼吸することで、二酸化炭素を蓄えることができるようになる。

運動中は、安静時に呼吸を減らしている時よりも、強く空気不足を作
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り出す。大きな空気不足の感覚は、「楽に息を止めていられる時間」

を 20 秒から 40 秒に伸ばすために必要である。 

 

喘息のための呼吸法：万能薬か気休めか？ 

Mike Pearson. （マイク・ピアーソン） Thorax 2007;62;1033-1034 

 

「1980 年代に、喘息管理に対して『喘息は、炎症性疾患なので吸入ステロ

イド薬を処方せよ。』ということが主張されるようになった。 

炎症を重要視することが研究と治療計画とを支配していたが、他の実証で

きる気管支攣縮を引き起こす方法についての意味は見過ごされがちであっ

た。 

運動誘発性喘息と、運動をしていないときの自発的な過呼吸とによって、

比較的わずかな炎症に敏感な人では、気管支けいれんが誘発される可能

性がある。」 

 

さらに続けた； 

「新しく生理学的に説明できる答えがあるか、疾患の存在による心理学的

な反応への見解があるかどうかに関わらず、患者を楽にできる方法があると

いう研究結果がある以上、その試みは無視できない。」 
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