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耳鼻咽喉科

花   粉   症

鈴木　理恵

症　状

　春になると「目がかゆい」「くしゃみや鼻水が出る」「鼻がつまる」
ことはありませんか？

　これらは特徴的なアレルギー症状です。もしあるとしたら花粉症かもしれませ

ん。花粉症はアレルギー性鼻炎の中で、花粉に反応するものの呼称で、特に春に

飛ぶスギ・ヒノキ花粉症が有名です。近年では春だけでなく、アレルギーを引き

起こすいろいろな花粉が飛散していますので、それぞれの季節でも起こります。

治　療

　耳鼻科では「内服薬」と「点鼻薬」を使うことをまず第１にお勧めしています。それでも症状

がひどい場合には手術療法もあります。

　花粉症の内服薬は薬局でも購入できますが、持病などをお持ちの方が使うと症状が悪化するこ

ともありますので、必ず医師や薬剤師に相談してからの使用をお勧めします。薬の効き方には個

人差がありますので、専門医が適切な薬を選択します。また、通常は眠気の少ないお薬が処方さ

れます。

　よく注射をすると楽になるという話をききますが、注射に使うステロイドという薬は強いので

様々な副作用があり、耳鼻科ではお勧めしていません。同じステロイドでもアレルギー性鼻炎に対

するステロイドの点鼻薬は、体にほとんど吸収されないので比較的安全に使うことができます。

　これらの治療は「対処療法」といわれます。つまり花粉症そのものが治るわけではありません。

「根治療法」（治すための治療）は、今のところありませんが、「免疫療法」がそれに近い治療法です。

　免疫療法は減感作といって体が花粉に反応しないようにする治療です。免疫療法には皮下免疫

と舌下免疫があります。定期的に病院で皮下注射をする皮下免疫療法よりも、最初は病院で治療

を行いますが、その後はご自分で薬を舌下に入れる舌下免疫療法の方が、患者さんの負担が軽い

ので期待が高まっています。治療には数年を必要とします。

　症状は様々です。原因となる花粉が目に入れば目がかゆくなるし、鼻に

入ればくしゃみ、鼻水、鼻づまりを起こします。また、皮膚が赤く腫れたり、

のどの違和感、微熱やだるさの原因になったりすることもあります。

■メディカルケア

■セルフケア
　ご自分でできることは、花粉との接触を避けることです。具体的には「マスクやゴーグルを着
用すること」「お部屋の清潔を保ち空気清浄機および加湿器を使用すること」「洗濯物やふとんを
外に干さないこと」「花粉のつきやすい衣服を避けること」などです。セルフケアだけでもかなり

有効です。

　また、花粉の量と症状は一致しないことがよくあり、特に都心部など

では排気ガスや PM２ .５などの大気汚染が関与していると言われてい

ます。自律神経にも関係しているため、体調を整えることが症状を和ら

げることに役に立ちます。例えば、睡眠不足や過労・精神的ストレスを

避ける、高タンパク・高脂質な食事を避ける、喫煙・飲酒を避けるといっ

た事があげられます。

　風邪かな？花粉症かな？と思った時には、耳鼻咽喉科やアレルギー科

などの専門医療機関にかかって症状を相談しましょう。

帽子

マスク

スカーフ 髪をまとめる

凹凸のない
素材の衣服

めがね、または
花粉症用
ゴーグル型のめがね



 

　「看護の日」のイベントを、５月12日（火）１１時～１４時  に開催いたします。

５月１２日は、近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日です。

「看護の心をみんなの心に」をメインテーマに、気軽に看護にふれていただける楽し

い行事が全国各地で開催されます。

　東京臨海病院看護部は、今年も看護の心を広く伝えていくためのキャンペーン

をはじめ、血圧・体重・体脂肪測定などの【健康診査】、専門家による【各種健康相談】

など、患者さんのご家族や、地域の皆さまの健康増進に役立てて頂けるような内

容を企画しています。

　当日は、お気軽にご来院ください。多くの皆さまの参加をお待ちしております。

●日時 / 平成 2７年　　　　　　　　　（土）
13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始） 江戸川区船堀 4-1-1

5 月 16 日 ●場所 / タワーホール船堀（小ホール）

江戸川区民の方を対象とした公開講演会を開催いたします。

「第９回 東京臨海病院 区民公開講演会」を開催します。

子どものこころとからだの健康今回のテーマは…

第 1 部　子どもの精神障害 ～不登校と発達障害～　髙瀨 真（メンタルクリニック医長）

第 2 部　子どものほめ方・しかり方　五十嵐 美代、矢田 晴之（心理判定課 臨床心理士）

第 3 部　子どものこころと身体疾患 ～ほんとうにからだの病気？～ 新妻 隆広（小児科部長）

★会場に「キッズルーム」を設けます。ご希望の方は事前申込が必要です。

　対象は、３～６歳までの１０名とさせていただきます。（申込順）

★ご参加には、事前申込が必要です。

　①氏名 ②年齢 ③性別 ④住所 ⑤電話番号 ⑤キッズルーム利用の有無 を明記の上、下記のいずれかでお申し込みください。

　●院内に設置してある「受付 BOX」へ投函　

　●FAX 送信　FAX 番号：03-5605-7586（企画経営課宛）

　●メール送信　メールアドレス / kouenkai@tokyorinkai.jp

定員
250 名
定員になり次第
締め切り

【お問い合わせ】

東京臨海病院 事務部 企画経営課 TEL:03-5605-8811（代）

（受付時間：土日・祝日を除く平日９:00 ～ 17:00）

葛西臨海水族園の

こんな生き物がやってきます！

★サンゴ礁にくらす色あざやかな魚たち
★東京湾など身近な海の生き物たち
★ウニやナマコなど磯の生き物たち
（一部の生き物は間近で観察したりさわったりできます。）

●日時 / 平成 27 年

14:00 ～ 16:00

３月 26 日

●場所 / 職員駐車場
　　（雨天時は一部を、エントランスホール
　　　にて実施します。）

★参加費無料、

　申し込み不要です。

　お誘い合わせのうえ、

　お気軽にご参加ください。

職　員
駐車場

駐車場

病　院

ロータリー

（木）

ココですココです

フローレンス・ナイチンゲール

看護の日看護の日 のイベントを開催します。

▲昨年の「看護の日」イベント

地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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水族園の海の生き物が、専用のトラックでやってきます！

左近通り

病院入口

→
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【３・４・５月の土曜診療日】
■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。

３月 14・28日、 ４月 11・25日、 ５月 ９・23日

平成 2７年１月に着任した医師を紹介します。

■資格■
　日本形成外科学会専門医
■専門■
　フットケア、難治性潰瘍
　皮膚悪性腫瘍、顔面外傷

医長　山田　哲郎
やまだ　　　てつお

形成外科

12 月末で退職した医師　呼吸器外科　宮本　哲也

地域医療に貢献し、患者さんの気持ちに寄り添った

診療を心がけたいと思います。

ご入院中でも、季節感を感じていただく
ため、行事食を取り入れています。

特製
クリスマスチキン

お正月の朝食
（おせち料理・福餅汁）

小児病棟
クリスマス特別おやつ

節分料理

入院中の行事食

日　程 担当者ミニ講座の内容

３/27（金） がんの話し　～がんサバイバーシップ～ 医　師

（月）

（木）

4/13

4/30

日　時 テーマ 担　当

●時間 /14 時～ 1５時（13:40 開場）

●場所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料

●申込み / 不要

※当日は直接会場までお越しください。

　月２回程度、糖尿病教室を開催していま

す。詳しくは、病院ホームページまたは院内

においてあるパンフレットをご覧ください。

管理栄養士

糖尿病看護認定看護師

（木）

（月）

3/12

3/23

管理栄養士

糖尿病の防災対策
　～その時が来ても慌てないために～
シックデイ
　～風邪やケガをしたときの対処法～

糖尿病の食事
　～減塩と外食の調整を知ろう～

糖尿病とは
糖尿病の検査の話

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士
糖尿病の食事　基礎編
　～バランスよく食べよう～

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

　春になり暖かく過ごしやすい日が増えてくると、冬に流行していたインフルエンザや胃腸炎など、すでに過

去の話のような気がします。しかし、ゴールデンウィークぐらいまで、これらの感染症は毎年報告されています。

それどころか、麻疹（はしか）や風疹、乳児などでは突発性発疹など様々な感染症が報告されています。

　昔から季節の変わり目は体調を崩しやすいと言われています。理由は、「春は新生活がスタートし生活のリズ
ムが変わりやすい、寒暖の差がある、さまざまなイベントで人が集まりやすい」などたくさんあります。

体調が悪く免疫力もさがり、多くの人と接触することで、感染症をもらいやすくなります。

特に子供の間では、感染症が流行しやすいので注意が必要です。過去には麻疹や水痘（水ぼ

うそう）が流行ったことがあります。

　感染症は「かからないことと」「拡げないこと」が重要です。春だからといって油断せず、

手洗いうがいを中心に健康管理を行い、冬場と同様に感染対策を行いましょう。

うがい

手洗い

キャンサーカフェにお立ち寄りください
　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別

相談もお受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、

ご心配なことやおわかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

春は油断大敵春は油断大敵春は油断大敵

最新の医療機器を常に更新しています。
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東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

時 平 日 第2･4土曜日 

7 35 35 
8 05 35 05 35 
9 10  35 05 35 
10 12 56 12 40 
11 21 59 11 48 
12 31　56 38 
13 26 26 
14 01 46  
15 31 59  
16 26 56  
17 31 56  
18   

 

時 平 日 第2･4土曜日 

7 54 54 
8 24 59 24 54 
9 24 24 
10 01 45 01 29 
11 10 48 00 37 
12 20　45 27 
13 15　50 15 
14 35  00 
15 20 48  
16 15 45  
17 20 45  
18 15  

ホームページもご覧ください
http://www.tokyorinkai . jp/

〒134-0086
東京都江戸川区臨海町 1-4-2
電話 03-5605-8811( 代表）
FAX03-5605-8113

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２６年１２月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成２６年１２月1日現在）：84 名

外来延患者数： 20,292 名

入院延患者数： 9,808 名

手術件数： 236 件

葛西駅 発　東京臨海病院 行　

東京臨海病院発　葛西駅 行　

◆発行：東京臨海病院
◆発行責任者：丹正　勝久
◆編集：広報委員会・企画経営課

※外来診療のない日（休日、第1・3・5土曜日、
　年末年始等）は運行しておりません。

  

 

 

 

 

 

 次号のドクターメールは･･･「風疹、麻疹　～皮膚科～」を予定しております。

編集後記

　今年のスギ花粉の飛散量は、前年飛散量が少なかった関東甲信では、２～３倍になる

と予想されています。この花粉の飛散量は夏の気象条件が大きく影響し、一般に気温が

高く、日照時間が多く、雨が少ない夏は花芽が多く形成され、翌春の花粉の飛散量は多

くなるそうです。夏らしい暑さを望む私と、翌春の花粉症を気にする私と、自分の都合

の良さに苦笑する今日この頃です。今年は、PM2.5 に対応した空気清浄機を購入し、

活躍してくれることを祈っています。

【ジェネリック医薬品について】
　最近、ジェネリック医薬品の CM をテレビで見かけることが多

くなったと思います。今回は、そのジェネリック医薬品について簡

単にご説明します。

　病院で処方される薬には先発医薬品（新薬）とジェネリック医薬品

の 2 種類があります。

●先発医薬品（新薬）とは……医薬品メーカーが新しく開発・発売した医薬品です。　

　　　　　　　　　　　　　　特許期間中（約５～１０年）、そのメーカーは独占して　

　　　　　　　　　　　　　　製造・販売する権利があります。

●ジェネリック医薬品とは……先発医薬品の特許期間が切れたあと、他のメーカーに　

　　　　　　　　　　　　　　よって同じ成分で製造・販売されている医薬品のこと　

　　　　　　　　　　　　　　です。

　ジェネリック医薬品の最大の魅力は、先発医薬品に比べて約４～８割程度安価だと

いうことです。１つの新薬を開発する期間は長く費用もかかりますが、ジェネリック

医薬品はすでに開発されている薬の成分をそのまま利用するので、開発期間が短く、

その分の研究費・人件費等がかからないため価格が安くなります。

　『安い分、品質・効果に問題があるのでは？』との心配もよく聞かれますが、違いは色・

形・添加物などです。新薬と同様に効果・安全性が厳しくチェックされていますので

問題ないとされています。

　なお、当院においても採用医薬品の一部をジェネリック医薬品に

切り替えています。

ご不明な点がございましたら、遠慮なく薬剤科にお尋ねください。

Q1.　ジェネリック医薬品はどの薬局でもらえるの？

A1.　全国どこの薬局でも調剤できます。ただし、薬局によってはジェネリック医

　　　薬品の在庫がない場合があるので、かかりつけ薬局を決めておくことをお勧

　　　めします。

Q2.　１つの先発医薬品に複数のジェネリック医薬品があるけど、どれも同じなの？

A2.　有効成分、効果、用法・用量などは同じです。薬の値段や添加物、大きさ、

　　　味、においなどに違いがある場合もあります。

Q3.　先発医薬品と添加物が違うだけって聞くけど、添加物って何？

A3.　有効成分を薬として使えるようにするために加えられている物質で、

　　　効果・安全性に影響を与えないことが確認されています。

患者さんからのよくある質問について一部ご紹介します。

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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