今年はひどい
スギ花粉症

毎年一月 末より始 まり︑三月

一杯続く︑ スギ花粉 による花粉
症です が︑ 本年は 始ま りが遅
かったので すが︑二 月末より急
激に始まり ︑程度は 例年より激
しいようです︒
昨年の天 候条件か らも︑本年
はスギ花粉 が多いい と予想され
ていました︒
風が吹き ますと導 了尊のあた
りや︑明神 岳の中腹 から黄色い

煙が舞い上がるのが見えます︒
花粉症とは？

花粉 が原 因で起 こる アレル
ギー性の病 気で︑ク シャミ︑鼻

花粉を考えます︒
また ︑家 の中の ホコ リ︑ダ
ニ︑動物の 皮膚︑毛 などで同様
の症状が出ることもあります︒
花 粉症 の診 断

みなさんの質 問 や投 稿 を
お 待 ち し てお りま す ︒

副作用が少 なく︑約 十日間位効

果が持続し ます︒血 液製剤です
ので︑注意して使います︒

☆受 付 け から の お 願 い

③その他
シソエキ スなど宣 伝されてい
るものもあ るようで すが︑効果
は期待できません︒

当院 では 特に希 望者 だけに
使っています︒

①抗ア レル ギー薬
一日一回 または二 回服用︑ほ

診察 券は 毎回 お 持ち 下さ い ︒

月初めには必ず保険証を
受付 けに お 出し 下さ い ︒

花 粉症 の治 療
内服剤
①抗ア レル ギー薬
最近 眠く なった り︑ ダルク
なったりし ない抗ア レルギー薬

点鼻 薬︑ 点眼薬

②ステロ イドホ ルモン 剤︵筋
肉内 注 射 ︶
効果は強 く︑持続 も長いので
一発で良く なる薬と いわれてい

シャミ︑鼻 水︑眼が かゆいなど
の症状があ れば︑ま ず花粉症に

が出て来ました︒
のどがか わくこと も少ないの

抗アレル ギー剤の もの︑ステ

花粉 の飛 散する 時季 に︑ク

診断して良 いと思い ますが確認
するために は︑皮膚 試験︑血液

で良く使わ れます︒ だいたい同
じ様な効き 目の薬で すが︑種類

ロイドが入 っている もの︑スプ
レー式︑摘 水状︑軟 膏状などい

るようです が副作用 が心配なの
で当院では使っていません︒

検査などを行います︒

はいろいろ あります ので合った
ものを使う とよいで しょう︒速

ろいろなものがあります︒

状に対して の効果の 強さと速効
性があります︒

とんど副作 用があり ません︒こ
れだけでコ ントロー ルできる人

当院の 一般的 ︑花粉 症治療

しかし ︑眠 くなる ︑ダ ルクな
る︑のどが 渇くなど の副作用も

がかなりいます︒

②抗ヒ スタ ミン薬
以前良く 使われて いた薬で症

効性はありません︒

花粉症の予防
①花粉を 吸わな い注意
マスクを する︒眼 がねをかけ

かなりあります︒

② 点 眼 剤 ・ 点 鼻 薬 で六 〇 ％ 位
の人がコントロールされます︒

③抗ヒ スタ ミン薬
鼻みず︑ 鼻づまり などの症状
が強い時に 使います が︑ねむく

③ス テロ イド 剤
効果は強 いのです が︑いろい
ろな副作用 がありま すので最近
はほとんど使われません︒
注射

なる︑のど が渇くな どの副作用
がかなりあります︒

水曜・土曜・第一火曜午後）

る︒外出を 少なくす る︒フトン
を外に干す のを止め る︒エアコ
ンのフィル ターをか えるなどが
あります︒ 完全なも のはありま
せんが︑シ ーズン中 はできるだ
けの対策を した方が 楽に過ごせ
ます︒
②薬 剤を 服用
花粉のシ ーズンが 始まる少し
前から抗ア レルギー 剤を服用す
るのは︑少 し効果が あるようで

①ヒスタ ミン添 加免疫 グロブ
リン︵ 筋肉内 注射 ︶

（日曜・祭日

水︑眼 がか ゆい︑ 涙が でるな
ど︑鼻︑眼 などの症 状を主とし
ますが ︑喉 がかゆ い︑ 咳が出
る︑皮膚が カユイな どの症状を

訴える人もいます︒
花粉は主 にスギ花 粉ですが︑

その他 ︑ヒ ノキや イネ 科植物
︵イネ︑カ モガヤ︑ ハルガヤ︶

やキク科植 物︵ブタ クサなど︶
が原因とな ります︒ スギ花粉の

時期︵一月 〜三月︶ 以外に花粉
症の症状が 起きる場 合は︑他の

す︒

3 月・4 月の休診 日

Ｅ・メールを 送って下 さい。
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